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★初等講習新級★

間期

日時

諸 師

1月11Hより3月1〇□迄

每週月.木兩日午後七哇 

よりニ時間宛（十八回） 

ラジオ•エス講座て•御馴染 

の 大井 學 

月 謝 九回一lni.全期二仙

場 所 當學會階上に於て

★例會・硏究會★

每週水曜19時よb （耶中無休） 

新用書ザメンホフ護本1月6]]開講 

21峙より茶話會——會話・唱歌練習 

ーー會寶無料一

★新年初顏合せ★ 

1月2日（土）19時より.打らくっ 

みいで、ータゆっくり遊びませう



★ 第十三年ラ•レヴー・才•オリエンタ第一號女

Niaj pioniroj laboris, kaj la afero kreskis. Baldaŭ ni 
ĉiam pli kaj pli akiradis la konvinkon, ke de teoriistoj ni 
devas atendi tre malmulte da bono por nia afero; ke ĉiuj 
laŭdoj kaj mallaŭdoj de flankaj personoj havas por ni nur 
tre malarandan signifon; ke ni devas fidi nur niajn pro・ 
prajn fortojn, nian propran paciencon kaj konstantecon.

------L. L. Zamenhof.

al ĉiuj niaj membroj kaj abonantoj
SINCERE DEZIRAS

FELIĈAN NOVJARON

Esperant〇.].nstituto
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「愛める芒ころ神めり」補遺
川崎直

L川崎直一譯註,「愛あるとニろ神あり——附錄:エスペラ] 

ント硏究用書解題」,193° Jui. .
Kawasaki-N, Kie estas Amo, tie estas Dio一Biblio

grafio de la libroj, kiuj utilas por praktike studi Esperanton-

重要正誤および增補 (追加第4)
(Korektoj kaj Aldonoj)

(1) : ,,(1V)エスベラント研究用書解粗“の塩補•

(2) : 「愛ある……」出版以後の新刊中のしので，また舊刊のものでし著者が

「愛ある....」出版以前に讀まなかったtのの中で,こ二に收めろのを適當

ミ認め・の•

(3) :今後も必要に應じて增補をLa Revuo Orĥ加aに發表すち•

(4) : 「愛ある....」再版にわむろんこれら全部もつけん

(5) :例:(20 町 Vaiiankin, Teorio .•・こわらわ(20) Stam ati adis, Nova 
Gramatika Libroのつぎに位!Sすべき(分類上)こざな・示す.

(6) :解說わなるべくすでに收められておろ類書ミの此鮫に力ないれた・また 

評者(=川埼)ミ意見を異にすち點む見本的にろげておいた，內容を理解す 

ろ "の手段ミL恩ったので・

(7) :書名むわげずに,,參照''芒あるわLちろん「愛ある……J.
1931年11月

著 者

Ĉ.文法

(20 a) V. Varankin, Teorio de 
Esperanto: helpilo por superaj 
Esperanto-kursoj.15 x 22^ cin. 67 + 
[3J paĝ. 1929. Moskvo・

Soveta Rusujoでの出版て-めちので，評あ 

(=川崎〕わ「1.Jafetidologio C從來の西ヨー 

ロッパの言語學さ異な・",唯物史钗的言語 

學)この击びつけ」ご「2.西ヨー ロッパ人で 

ない,スラヴ人さしての觀點」の二つを期待 

い:が」.にわ濁れていず,い壮「心p.な 

flekti va lingvo の teorio (彼わ formala teorio 
ミ呼ぶ)で理論しT：Jさいい,2.についてわ, 

さてがに(ざいっても吾々の滿足する程度で 

わないが)§67. Aspektaj formojな設けて, 

ek-, -ad-のついた文な論じていち(「愛ある 

……J, P- 99-p・100參照).本書に書いてお 

る「事實」そのものわ別に新しい二こわない 

が,いままででた諸國の諸槿の文法書にばら

らちらばっているものねkondenseにまざ 

めた二ざざ,その「まさめかす:」が,さまに 

analizoが不徹底であり(例:§86. Guverno 
ー「愛ある……J, p.101—p.107參照)，また 

Saufsure, Fruictierその他の先輩の理論にお 

うざころ大でわるが,さきにやや待徵がめみ 

(例;-〇わ從來の文法書わたいていfiniĝo 
finaĵo (語尾)ざしているが，本書わsufikso e 
い;:いみ)•婆すみに本書わ事實金體をまさ 

め化文法書に乏しく ーー¢21),G2)を合本新 

訂い:Grenkarnp, Kompleta Gramatiko (Za 
Revuo Crienta, 1931 Feb.參照)わ造語法の 

說明が詳しいし，(20) Stamatiadisわ蘭著より 

もきちん壬しまったものでちみが,本書のほ 

うが兩者よりも項目がはるかに珂論的に整理 

せられているーー,氣のさいた理論的文法の 

少な------ (20 b) Drezenが本書出版以後にで

讥がーー今日その出現わ歡辺される償値がめ 

みう・

(20 b) E. Drezen, Skizoj pri
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Teorio de Esperanto.16吉 x 24gcm・ 
33+[1]paĝ. 1931. Moskvo Lei pzig.

（23 a） VarankinにわFsp.の事實を理論的 

J二整理分類して手ぎわよくならべた;さに力 

點がま）もが,本書わ個々の事實よりも,その 

事實に働く principojも求めら;ミを主さし, 

Esp・の過去,現在,將來を,他人の說も批判 

しつつ論じていみ.しかし本書の本書いさ 

ニろわかんごいってもaglutina lingvoの立 

場をざってVarank :nの!lektiva1.のそれの 

opozicioななし7:ニこざ（询ゝmj・に例外を 

認めていろが）,言語の進展の說明に社會的立 

場をざりいれた二ざにわる（例:mallongigo 
流行の原因，org:miz3 influo sur la lingvo- 
■evoluon むぎ）.Vortderivado の principoj 5 
をおげたフちにkunmetita vortoの意味の決 

定にpraktika uzoざt radicioなその要因中 

のものご認めた二さわ評者（=川崎）の愉快 

ミするご二ろ（「愛ある……J, p. HO以下 

Principo de kutimo參照）であるがp 37の 

dormoĉambro 0 ・〇・の解釋にわ全部的にわ 

賛成しカ 、匕1ち.・〇 ・わsubstimtie でわろ二过 

わしちろんでおろが，はさiUĴ： kaŭzoわ 

bonsonecoにあるさ思う（[愛ある J, p. 
S6, p. 89 參照）.かつて Kataluna Esperantisto 

‘（1926）に Stojan, ,, Principoj de Esp.u が主 

ざして言語技術よりの諾要求む論じたが,こ 

れ^本書わEsp・の性貰ごその進展の原則を 

根本的に理解すろう龙にもつざ匕役にたつ著 

述で力る.要する・,Varankin, Drczenの 

それのござさ元氣わら著述な新興ロシャより 

受けこったこざわ我々の非常な喜びであられ 

ばならむいが,さらに二の初者のござキヨー 

ロ ッバ人のヨー ロッパ的立場の文法や，この 

後者のござきヨーロッパ人の東洋的立場な芒 

りいれた文法の出現にのみ滿足せす,東洋人 

自身の西洋,東洋の兩立場を吟味したう龙で 

書いた文法出現が望まい、,かくしてFsp. L 
よりますますそのinternaciecoな深めろここ 

d 二“ち.

1）・文章論

（22 a） E. Privat； Esprimo de 
sentoj en Espsranto: resumo de 
kurso fiirita ce la Universitato de 
Ĝenevo, en la lingvcscienca fako de la 
beletristika FaknItato dum 1929 kaj 
193〇.11吉 x 17 cm・ 67 paĝ.1931.

Ĝenevo ・

Gendve大學のBallyのはじめ了:書語學の 

最新部門stilistikoもEsp.に適用い:最初 

の試み.（20 b） DrezenがしきりにEsp.の歷 

史的進展な原則によって說明せんざしたのに 

對I,本畫わ歷史的進展の結黑兀ち現在にお 

いて，esprimo de sentojがいかなろ乎段によ 

っていかように行われていみかをobserviし 
たしので，それが彼一流のきぴ｝びい:筆で 

簡單に明瞭にしかし趣昧深く書かれていれ 

「Ecoj karakte: izaj J, 「Reago el eksteroj, 
FLogiko kaj sentoj, fSento kaj „ inter
nacieco nJ むご10 章.p. 42 に r„ tranĉilo <4 
わほざんご意味が固定し,，-sukcesilo “わ流動 

で,” manĝilo '•わその中間」ざめあ.しちろ 

ん三者のそれぞれにおいてsufikso -ii-の働き 

の程度に差わ認められるけれごい„tranĉilou 
过て”こがたな“に將來わざもかくすくなく 

ごも現在のざころ完全に固定してわいないざ 

思う.ま了:固定ささないほうが便利だご思う 

（.tranĉiの道具の總稱が一語でらわせなく 

なるから）・（55 a） Plena Vortaro わ „ divers
forma ilo por tranĉi uさしてあきらかに反動 

の意志を表示している.要するに,本書わ 

「Esp・な單なみ論理的記號の集團に過ぎす，文 

學に適せざみもの」さみる人々の誤りみ破ろ 

好資料になる.

G.造語—法一

（36 a） K. Kalocsay, Lingvo 
Stilo Formo : Studoj・13 x 19吉 cm. 
142 + [1]paĝ.1931.Budapest.

rvarni radio の variu わ substan liva rolo 
なすち,すなわちradio de varmoで,varma 
radioでない----二れがEsp.の正式のvort
farado でわみ.」なこSaumure, Wiisterの流 

なくむしのの,さくに合成語を分解してその 

各耍素のgramatika roloも說明する二さに 

カ鮎をもつ造語法論，Grabowskiの作品を基 

ざして論じた將來の詩的言語の進歩,ritmo 
ざrimoのいまだかつてみざるほ芒•に詳細な 

硏究，その他發音，文法に對すろ短評なご 

Baghyさからんでいま賣だしの有名なみハ 

ンカ・リーの詩人カロチャイの觀察集・

〇.言語の精神

（38 a） * * *，Vortoj de Kama
rado Lanti （kuli antaŭparolo de L・
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Banmer）.13 x 19cm 191 paĝ. 1931. 
Lcipzi 些

大戰後の一人勢力おおSATの大將たろ彼 

の隨葷的論文（かつて雜誌に發表せられしも 

のう集.「Subjektivaj kaŭzoj de la sukceso de 
SAT」むごSATのideologioの主張のみな 

らず，また「For la idemonj,「Pri la Biblioj, 
「Pri stilo」■なこstilistoの彼がしゃべってい 
あ. '*

Ĥ. Zamenliofaj ヽ ortoj

(53 a)”ヾerda Stelo/4 Wdrter- 
buchbausteine aus Goethes 
” Geschwister u und Sch订lers

Rauber " (Vorttrezoro el,,Gefra
toj "de Goethe kaj Rabistoj(C de 
Schiller).101 x 1瓦 cm. 53 + [1] 

paĝ. 1929. Praka ・
Gefratoj わ Grabewski [t よっての,Rabistoj 

わZamenhofによっての，いずれもドイツ語 

のE、p譯でめる.二の信賴すべき兩若より 

拾った esprimoj な1,lachen, aus volleni 
Ilalse - ridi el la tuta gorĝo u のござ く して 

alfiibeto 順にし'/,- L のであら.Z-aj esprimoj 
のkolektoの一形式;i Lて血白い.„ Verda 
Stelo會"の故會長しcdererのやりかけたの 

を會員逹が完成したもの.二れに似たのが小 

坂氏の”緻他山の石"，La. Hccuo Orienta 
1931Feb.以下で二れもRabistojその他から 

だが，日本語一Ksp.の順でその旬にふさわ 

しい例文を新に作ってH本人の參考にしてい 

ろ.Nacia-Esp.辭典し二う®う文献から實例 

在•拾い集めて® く方法も加龙て作りたい,編 

輯呂の机上の躅創だけでわ事實にそむくこざ 

がめる.

城戶崎，Zamenhofa Legolibro, 1931にわご 

く簡''V.で一部分だけTお〇が,Z.・aj esprimoj 
に對する註がある.

I・ Estranto・ド6]>〇丫8[比“辭典

(55 a) E・ Grosjean-Mauhin, A. 
Esse ijn, S. G r en k amp- J< orn feld . 
Waringiiien, Plena Vortaro de 
Espera nto. Unua edono.14 X 20 
cm. XV + 517 + [1]paĝ.193〇, 

SAT, Paris. •.

P- 283【注意】およぴp. 250參照.rSAT 
の出版」ごゆうざ「ま・Tちのぎごちないling
vaĵo か?」芒顔をしかめみ人があるかもしれ 

ないが,この書わEsperantista Akademioの 

G.・M.が2名のフランスのし. K.-anojな指 

導1てkomuna vortoの部分なものし ポー 

ランド人でいま Parisにめろし. K -anoの 

Grenkump が teknika vorto ももの I了:ので 

めって,二の書わ「しっこも正碇な意味さ豐 

富な用例の阳者な最新の發逹の段階において 

示そうし；：tの」で二の球においてわ現存 

b'sp.-vortaroj中の第一人者でめろ.ヾortoの 

諸極のnuancojを列擧的に二まかく示そうざ 

苦心してある二ざわ例:Dolori, Sopiri, elの 

さニみなs 55） K：ibeミ < らべてみみさよく 

わかろ（Kabeわ定義の樣式がしかつめらし 

いのに長所がめら）.Zamenhofの用例文も 

（出典か書いてないのが殘念だが）二れほざた 

くさん集めた二ご芒OViister （59）かならず 

しも用例もfrazoで示していないが途中の卷 

から出典明記）;Bimarkojな設けてvortoの 

習慣用法についての警告を與“り（例: 

Kvankum IAMA povas teorie havi ankaŭ la 
sencon IAM ESTONTA, ĝi tamen estas, pro 
praktika oportuneco, efektive uzata nur paro- 
Jante pri pasinteco.）,またわずかでわあZが 

sinonimo の說明（例:Kvieta—Trankvila）の 

あら二芒:• figura sencoに力む》入れた二ごな 

ĥわ他の辭呱にないさ:ろでま;こにありが 

たい.類語の示しか7:わMillidge （57）より 

やや詳しい・ただ派出語,合成語わMillidge 
よりはるかにすくない,けれざ・、さりいれら 

れたものにわEsp.での定義が現在の用法に 

卽してついている.派出語,各成語において 

わ意味の構成がかならずしも論理的に行われ 

ないで,習'慣によって決定するニミが多い 

（例:mortintaĵoの持殊な場合=かぱね）. 

Kabeわこの點においてそまつ・必要な新し 

い語根（例:starti）や必要な新い、表現（例: 

senso, sentumo —sento过區別して）わきりい 

れてあろが,例のSAT式の新Iがりわほこ 

んご姿なみぜ・ない（例:revoluoざしていな 

い;Sovetujo）.それから面白いこざわkate
gorieco de radikojに對てる著者逹の態度で 

めち.例:Abstrakti,普通わAbstrakt（a）ゝ例: 

AVuster <53））.本書わおそらく derivado の 

便宜上より二うし7:のでわろう.（註:（422） 
參照）.Teknika vortoも中途半端にか■なりわ 

るが,これわむしろ別册で十分やら二ミにし 

て,全力を全ページ& komuna vortoにめて
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7:ほうがよかつ了:.出版を急いだ關係上，多 

少の不統一わみられない二ざらないが(例: 

neniajさあれご,Fund. Krest.の同じ例文わ 

neniaj,參照:2zt Revuo Orienra, 1931 Okt.; 
G.-M,わ誤こ認め仁ーー川崎龙の私信:19 
Okt.1931〇. Akademio が oficiala vortaro kun 
Esp.-lingvaj difinojなだしていない今FI,讀 
書に作妥I二木書が最善でわる ハわ申すまで 

もない.■ Wiister (59)が未完成で,そしてド 

イッ語であみからミくに日本人にごって)・t 
ちみん本書さ龙備龙たらなんでもわがみさ思 

う7こら人まちがい,Esp.の辭書わもつこもつ 

ざ詳い、正確なんのがでなければ,言・語實用 

の役に仁ちかりみ・本書の批評:岡本好次, 

J.a Revuo 〇)'lenta,1931 Jan.; B.K., Heroldo 
de Esp, 587; Butler, Tnteriiational Lan(/uage} 
1931 Maj.

K・專門語辭典

(69 a) Konsilaro por la Farado 
de la Sciencaj kaj Teknikaj 
Vortaroj (ltaporto starigita de la 
Scienca kaj Teknika Komisio(Ie la 
Internacia Scienca Asocio Eepcran・ 
tista). 18x26寺 cm. 78 pag.1911. 
Kotzschcnbroda-Dresden.

二の Komisiono の Direktoro わ Rollet 
de 1'Isle.「普通人の使う言・葉わeini piecoも 

主さ す るが,scienca lingvoにわ precizecoが 

なければならない.」ざて.Esp.のafiksoj, 
vortfarado, internacieco de radikoj, trans
skribado 批評し，たらざあを補わんざ

し,そしてその補う方法を述べ,さらにその 

練習顋の實例解決まで附けている.術語の構 

造を理解せんさする人，また術語辭典を編ま 

んさする人の參考書.「現在のヨーロッパの 

科學の術語の組織わかならずしも完全でわな 

いが,Esp.わ二れな仃分勝手に改造して探用 

してわいけない，術語な改造すべき1のわ 

sciencistojで■あって，Esp.-istojでわむい・ヨ 

一口ラパ語の術詰が改造され心きに,Esp. 
もその組織にしたがうべきである.」;「合成語 

にわ特別の約束を婴ぜずして意味が明かなも 

の(例:foriri)芒;特別の約束を耍するもの 

(例;tranĉilo (二がたな)の場合)ざある: 

後者の匚ざき場合わむしろ獨立のinternacia 
radiko \採用すべきでおら」の二つの潮流 

がわれわれ日本人にごくにHにつく.岡本好 

次，„ Pseŭdointernacia<£, La Revuo Orienta, 
1926 Dee.;鈴木正夫,„ Pri Jfemiaj Termi
noju, La Revuo Orientaf 1926 Apr.なごさ對照 

すろ二こ・なお本書わIが してfcienca lingvo 
なごりわっかったのであらが,unci可!ingvoj 
よりのtransskribadoの方法ね研究している 

からkomuna vortoのほうのにも參老になる. 

例:p. 46 : X — eksplodi, esplori, ekzerci, 
sperta, perdriko, falei, faringo, paco, reĝo, 
duko. (23), (50), (53 , (59)の transskribado 
の硏究さあいまつべきもの.(50)わ主さして 

單子音も各言・語において比較した備單むしの 

でめるが,はじ由に二の問晅の大觀用ざして 

讀むざよい.(59)わギリシャーーラテン語に 

遠き語源を有するEsp・の名詞語根の語尾な 

科學的に調住分類しr：t0. ¢69 a)わ(53) 
のより以外に例へばフランス語の動詞-nire 
にめたち各場合龙ビむも記Lていれ(23)わ 

固有塔詞についてのそれの原則設立の議論さ 

結果のnovi isto, (53)わ固有名詞鉛尾ん〈59) 
流に調査分類している・

M.公式記錄

(92 a) Dudekunua Universala 
Kongreso de Esperanto (Buda- 
j)est?1929).15j x 23 cm・113 十［り 

paĝ 1929. Geneve.

(92 b) Dudekdua Universala 
Kongreso de Esperanto (Oxfbrd, 
1930).15 x 22^ cm.140 paĝ.193〇. 

Geneve ・
(92 a), (92 b)の內容わp. 296參照•

〇 •運動史一般

(100 a) E・ Dreze$ Analiza 
Histerio de Esperanto-Movado. 
15| x 22|cm. 95 paĝ. 1931. Leipzig.

^Marksismoのideologioを公式さして歷史 

もanaliz!し了：もの.Fr:mcn epokoのこきの 

Beaufront, Bourlet, Cart, Mlchaus, Sebert の 

巨頭連の相爭う梯ごその原因の說明の芒ころ 

がもつこもよく書けていれ 他人の集めた資 

料での批判一站ばりの彼の(103) Zamenhof 
さわ異り,本書わ新材料の發見にもなかなか 

努力している(例:Michauxの比場の變遵の 

ござき;Beaufrontの立場に對まち同情的の 

新しい見力のござき〉Pnvatの著 〇9), 
【6頁へ續く】
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中 如 錄

★吉例申年に因んだ猿の谚をProver
baro E-a中に求めると次の一つだけ:

Simio al simio plaĉas pli ol ĉio. 
他のよい者よbも矢張!）同じ仲間同志 

の方が醜くても好ましい意。

★束洋の諺に當はまるものは

意馬心猿

Volo kaj deziro leĝon ne konas.
Propra volo ordon superas.
犬猿も仁'ならぬ仲

Vivi kun iu kiel hundo kun kato.
Montradi al si reciproke la dentojn.
（お互に齒をむき出しあふ）

輕も木から落ちる

Eĉ kiu plej bone pafas, tamen iam 
maltrafas.

Eĉ plej ruza vulpo en kaptilon 
falas.

木から落ち仁猿のぎう

（Li estas kvazaŭ） fiŝo ekster sia 
elemento.

猿に木登を敎へるやうなものだ

Lecionoj al profesoro estas vana 
laboro.

Fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via 
saĝo.

・卩頁より紹く】

(ICO)のご芒く單に表面の事贋もうわすべり 

がちの｛,のの後に證め戊，いわゆる歷史の再 

認識がやれるて・かろう(例:Tro n)peterのこ 

ニろを比較せよ).'ti-ti p. 90, p. 91にめら 

grafikojき同じものが(114) Stoj anにもあ 

み.なんさか說明をしておいてほしかった.

本書の日本諮課:高木弘譯,「エスペラント 

蓮動史」,1931・

R・運動者傅

(106 a) * * *, Carlo Bourlet.
15 x 20cin.13 pag・1914. Paris.

20世紀の初頭のあの花々しかつ仁フランス 

Esp.運動の一力の旗頭・ILichetle書店な說 

いて，E、p.最大最善の雜誌しa Revuo (現在 

でわこの雜誌に比べられらしのわ つもな

Ovo kokinon ne instruas.
猿の尻笑ひ

Kaldrono ridas pri poto kaj mem 
estas kota.

Azen, al azeno riproĉas malsaĝon.
Ridas blindulo pri lamulo.

★Proverbaroに似合なく私製:

沐猴にして冠す（猿に烏帯子）

（Li estas） simpla simio en uniformo 
ceremonia.

Simia naturo en bela veluro.
猿の人眞似

Li ĉion simias, kiel homas sirnio.

前號重要正誤

爛

左

右

左

右

35
”
35
”

行

23
4

32
27, 33

gehorte

366 11
36?註 5
363 -2
369 -13

-6
” 誌 _3

jen
fiirasj iafoje 
ヽVeipes 
GAVA 
vejnaro 
K EICO 
SOOŜIU 
MUNECIKA 
iniciafĝi

誤 正

gehort
ĵeti
feiras iafojer 
ヽVei B e
GAŬ A
vejnaro
KEIĈO-
SOCŜUU 
MUNEĈIKA 
iniciafiĝi

い)な毀行せIめたのわ彼でめった.1914ヰ 

にヨーロッパの首府 Birisに离械!大會を開い 

て,ESp.運動史上にー epokoを剧そうこ，準 

備中死んだ(1913年).本書わ彼の偉記を履 

歷書ふうに書い仁もので，彼が會長もしてい 

た Paris の Esperantista Grupo の出版・

(108 a) K. KalocsaRimpor- 
tre toj : galerio de Esperan taj steloj, 
10 x 13^ cm・128 paĝ. Budapest ・
現在運動の第一線に躍る人々の寫減ざその 

人々の持徵をrondeloにpentriしたもの. 

例:n Julio Bagby, homo homa. Homecon 
serĉas malespere.••-" このW攵 50 をす二し 6S 
える■もちろん著者口らも認めていちござく, 

第一線人全部ではないけれざ(例:Butlerな 

し，H本人一人もなし:,本人を知る人ウにわ 

ほほ龙みを與へ,知らない人々にわ二れによ 

ってしたしみを起させみでちろう.
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關係代名詞kio の用法について
高橋 運

旣に述べたやうに、谖上級または特定の 

形容詞が.——林關詞の〇をもって表はし得 

る抽象的なあるものをsubkomprenigiするに 

過ぎない場合にも 睛司とともに獨立して亟

用ひられ得るならば、それを受ける關係代名 

詞は.勿論kiuてはな《して、ロ〇でなければ 

ならない。

元來kioはkiuとともに相關詞表に 

掲げられてわる疑問相關詞であって「疑 

問詞を關係詞として使用する』といふ自 

然語の約束を守って、エスペラントにお 

いても關係代名詞として使はれるのであ. 

る。故にヽ桁關詞におけ6 〇の本質ヽ從 

ってuとの相違を知ることが關係代名 

詞kioの木質を把握する般も適暑なる 

方法である。

どの敎科書にも書いてあることである 

が、相勰詞におけるuは人または物を 

個別的に表はすに反しヽ〇は事物を槪括 

的、抽象的に示すのである。されば、〇 

の本質は常に槪括的にして抽象的なるこ 

と(generalaLdraklecd)にある〇 kio が 〇 列 

の相區詞並に先行の文章一般を受ける關 

係代名詞として用ひられるのも、その保 

冇する槪括性ゝ抽象性のゆゑに外ならぬ。 

かく.考へ來れぱヽkioの用法をいま問題 

の場合に擴張し得べきことは、理の當然 

であって、毫もkioの本質に反しない 

のである。

この私の主張はkioに二通りの使ひ 

一方しか認めない在來の文法家に相當の衝 

動を與へるであらう。ある者はkioの 

用法如何の問題に立入る前に、形容詞の 

獨立的用法を斥けることによって、私の 

主張を覆さうと試みるかも知れない。あ 

るひは、私が例示し仁一つの形式:Tio 
estas Ia+(diHnita aŭ superlativa) adjektivo, 

む〇…を漫然と容認しヽしかも自已の文 

法漑念に當てはめる仁めにゝ『問題の場合 

における關係代名詞kioは主語tioに 

關係するのであって、決して形容詞に關 

係するのではない』と說明する者が無い 

とも限らない〇

前者のいはゆる形容詞の獨立的用法に 

ついては、すでに本稿のはじめに論じ仁〇 

こゝには、單に後者の誤謬を摘記するに 

止める〇

卽ち、後者の主張の要點は、私が新た 

に指摘したkioの用法の一部の形式だ 

けは認めるけれども、實質的には從來の 

文法が敎示する關係代名詞川法の一つの 

用にすぎないといふのである。だがゝ 

これは果して正しい見解であらうか。

普通ヽ文法學が敎ふるところによればヽ 

關係代名詞と先行詞とは出來〇限り接近 

せしめるのが通則である。私はヽこれに 

反することが語の實際においては、しば 

しば行はれてわることを知ってゐる、こ 

れをもって「文法に違背する」などとは 

勿論いふのではない。それにしてもヽた 

とへば:Tio estas la plej bona, kion mi 

povas fari.においてヽkionは主語の 

tioにか\るといふやうな解聲には殆ど 

賛成できない。」:揭の文章を日本語に直 

せば、『それは私が為し得る最善である』 

といふのに、kionを主語のTioにかけ 

て Tio, kion mi povas fari, estas Ia 
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plej bona.とすれば、『私が爲し得るこ 

とは最もよい』といふことになり、意味 

が違って來はしないか。殊にla+(difinita 

aŭ superlativa) adjektivo, kio が主語となっ 

た場合に対ける說明に窮しなければなら 

ぬ〇また、たとへば:Mi postulas de 

vi ld plej bonan, kion vi posedas.におい 

ても同樣である。かやうな解釋は、何れ 

の點からいふも、とるに足らぬ僻見でお 

ることは明にかであらう。

しかしながら、Tio estas la+(difinita aŭ 
superlativa) adjektivo, kio -において『關係 

代名詞kioはすぐ前にある形容詞に關 

係するが故にゝ主語がtio以外の何であ 

っても差支へない』といふが如きも、ま 

た問題の根本を少しも理解してゐない證 

左である〇この場合、主語がtioである 

ことは、!a+(difioita aŭ superlativ a) adjektivo 

が抽象的であ!)ゝ從って、その關係代名 

詞がkioであるといふ結論を生ずる必 

要的前捉なのである。

Fundamenta Krestomatio
261/17—la verko „ Pasigraphie und 

Antipasigraphie<c de J. S. Vater (Wies- 

senfels kaj Leipzig 1799) estas la sola, 

kiu havas indon ••… において、仏lasaは 

個別的、具體的なla verkoの影響を受 

けてヽ抽象的性質を失ふ。故に、S sola 

(verko), kiu havas indon は正當である 〇 

もし主語がtioならはヽla sola (〇), kio 

であるべきは、說明するまでもない。

Originala Verkaro
145/29—Nia celo estas unu el la plej 

grandaj kaj gravaj, kiujn la homaro iam 

havis.

217/21—La kajero „ El la vivo de 

esperantistoj u estas la lasta, kiun mi 

eldonis ・

382/9—la esploroj kaj sperto mon・ 

tris al ni, ke tia maniero de agado 

estas fa sola, kiu plej certe alkondukos 

nin al nia celo.

409/18—La nuna kongreso estas la 

lasta, en kiu vi vidas min antaŭ vi ••…

そのほかにもヽkioが關係代名詞とし 

て用ひられるがためにはIa+(difinlta aŭ 
superlativa) adjektivoを個別的ならしめる、 

何らかの事由があってはならない。たと 

へば:

Georgo Dandin
* 50/26—Gardu vin, kaj sciu, ke ĝi 

estas la lasta el viaj arogantaĵoj, kiun 

ni toleras.

においては、el viaj arogantaĵojから 

la losla の後に arogantaĵo が subkom

preni されるから、la lasta (arogantaĵo) 
に關係する關係代名詞は也であってヽ 

励ではない。この場合に主語が飯であ 

ることは、kioの使用ヽ不使用に直接關 

係するわけではない。弘達はĝiが軍に 

tio 0 surogatoとして用ひられる場合 

があることを憶ひ起さねばならぬ(い 

Rabistoj 111/19における用例を參照せら 

れよ)。次に:

Fabeloj de Andersen 丄

112/19—Kiel ŝi sciis, la urtikoj, la 

solaj, kiujn ŝi povas uzi, kreskas sur la 

tombejo ----

Ifigenio en Taŭrido
62/17—Rigardu la al vi agrablan 

dramon, I^a plej tcrurant kiun vi preparis!
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においては、S嗣,S plej teruraは、 

卽ち la solaj urtikoj (aŭ kreskaĵoj), la 

plej terura dramoであるからヽ抽象的事 

物に關係するkioは使はれず、kiuが 

便ってあるのは、もとより當然である。

最後に、persono が ia +(difinita aŭ 

superla iva) adjektivoによって表はされる 

場合には、kioの使用は許されすして、 

その編係代名詞はkiuでなければなら 

ない。これはkioの保有する〇の本質 

たる槪括的抽象性が原則として事物にお 

いてのみ存在し得る槪念であることの必 

然の結果である。

Marta
37/25—vi ne estas la unua, kiu parolas 

al mi en tia maniero.

Ifigenio en Taŭrido
16/18—La elpelita, kiu sur Ia bordo 

nenion serĉis krom rifuĝo paca, kaj 

tion vi al mi sufiĉe donis.

La Rabistoj
74/16一Kiu estas la unuaf kiu forlasas 

sian hetmanon en la mizero ?

10/11—kaj tiamaniere ni estos la 

unuaj, kluj sufokis la infanon・

Fabeloj de Andersen I
99/10—La solaj, kiuj ne moviĝis de 

sia loko, estis la stana soldato kaj la 

malgranda dancistino.

120/5—La folion donis al mi la 

maljuna birdo, fenikso, la aola, kiu estis 
en la mondo.

146/25—la plej alta, kiu plej longe brilis 

en la ruĝa vespera suno, estis Par

naso ・・・・

Originala Verkaro
69/31—La mortinto estis la unua, kiu 

donis antaŭpuŝon al nia afero en 
Germanujo.

403/38—Li estis la unnat kiu diris al 
si: por lingvo intemacia mi volus ne 
revi, sed labori; dum ĉio ĉirkaŭe 
dormis, li estis la unua, kiu praktike 
kreis la internacilingvan movado n.

そのほか、I血.en T. 96/8, Jeĥezkel 

XXX/11, XXXII/24, II Samuel XXVII/10 
などを參照せられたい。

上揭の諸文例はゝ私が新汇に指摘した 

kioの用法に對する反對例ではない。事 

實、反對例ともいふべきものは、F. K. 

56/16 — La plej lana, kiun mi neniam 

esperis atingi, estas al mi plenumita. 

だけである。だが、このkiuは恐らく 

kio の plumeraro 力、preseraro では 

あるまいか。

私は以上においてーー關係代名詞kio 
に關する從來の文法家の註釋とドイツ語 

のwasの用法とを比較して、エスペラ 

ントは Das ist das Beste, was ich tun 

kami•に相等するkioの用法を缺如す 

るや否やの疑問を提出し、この用法(Tio
estas la pJĉj bona, kuni mi povas fari.) 

がZamenhofによって旣に採用されて 

ゐたことヽまたその採用に對・して何等反 

對すべき理由は存在しないことを閘明し 

て——今まで看過されてゐたkioの用 

法を紹介し終った。

この私の發表によってヽすべての文法

書及び敎科書が、『灯〇ハ冠詞ヲ伴フ最上

又八限定的意味ヲ有スル形容詞二依リテ表ハ 

サル、抽象的第物二關係スル關係代名詞トシ 

テ用ヒラル』といふ一項を追加するに至れ 

ぱ私の最も滿足するところである。
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質 應 答
(Lingvaj Respondoj)

K. Ossaka

〔序J 嘗て Zamenhof は しingvo 
Internacia及びLa Revuo誌匕に質疑 

應答を發表されたが兎角世人が乙の意 

見を文法法則視し,盲信する弊害がある 

とて中止し，質疑には答へられなくなっ 

た。此の應答が後年單行本しingvaj 

Respondojとして發刊さるゝとき序に 

『私の應答は絕對に私個人としての意見, 

おすゝめに過ぎぬ』と斷って居られる。 

謙譲なる乙氏としては尤もな次第であ 

る〇 Japana Esperantistoから引續いて 

La Revuo Orientoと私も質疑應答を執 

筆し來ったがもとより是れ一口の長とし 

て初誓者の疑義に私見を以て說叨を加 

へ,手引をする意に過ぎない。Funde 
mento以外の文法々・則はZ.の言すら私 

的意見と云って居られる位,況んや私の 

應答は全くの私的意見,解釋に過ぎぬ。 

文法,就中Esp.の文法に『何々でなく 

てはならぬ,それは誤である』と云ふが 

如き言をなすことは越しい集擧である。 

解釋はどうにでもつけられる，唯初學苕 

をして成る程と合點して勉强をつ£けさ 

すことが出來ればそれでよい。此の應答 

もその意味で決して法則視せられぬ樣っ 

この應答で禹一『それはよろしくない』と 

あったら，『それはよろしくないと小坂 

は思ってゐる』と解釋して頂き仁い。新 

年改卷に當り御注意迄に。

尙は本欄に引用する例は成可く 

Zamenhofの用例或はそれを適當に 

modifiしたものを使ふ。出典に與味を 

有せられる方もある故行數が延びる惧が 

ない時又は必耍な時には出典を示す。略 

字:Z=Zamenhof, FK=Fun止 Kresto

matio, F=Fundamento? FI=Fabeloj 

I, FII=同 JI, OV=Originala Verkaro, 

M=Marta, Rn=Rabeno, Rz=Revi・ 

zoro, GD=Georgo Dandin, Pro

verbaj'〇, H=Hamleto, IT=Ifigenio, 

BV=Batalo de Y Vivo, Gn=Genezo, 

El=Eliro等。咯字の次の數字は頁數（P 
のは番數）。

近來本欄はむつかしくて困ると云ふ非 

難が多い故,U後逐易適當に交ぜてのせ 

る。質疑若名は誌上には匿名とするも手 

紙には必ず本名住所を記す事。

-Veniとiriの甌別は日本語通!）なり 

や〇 Veni （iri） a!と veni （iri） ĝis との 

比較〇 （名古屋T. CL氏）

〔答3先方,白分や問はす行勳の歸着 

點の方から見る場もはveni,行動そのも 

のから,卽ち出發地點の方から考へる時 

はiriを用ふ〇

Mi venas de la avo, kaj mi iras 

nun al la onk!〇. （FK 2）
私は祖父の處から（こちらへ）やって來 

て今叔父の許へ行く途中です。

現在居る地點から見てavoの處から 

そこへ來つ、あるのでvenas,そこから 

叔父の方へ向って進みつ、ある故iras.

Li venis al§i •はŝiなる地點を主に 

して見るのでveni. Li iris al ŝi.は彼 

の出發點の方から見て云った菖集。卽ち 

此の如く同じ行動を見方,卽ちどちらか 



11

ら考へるかでveni, iriを使ふ〇 Venu 

al miは私を主にして見て云ったもの， 

然し Morgaŭ mi venos al vi （明日は 

君の處へ行くよ）と電話をかけた場合は 

先方を主にして考へて云ふ氣持である 

（日木の方言では『君の處へ來る』と云ふ 

のがある,同じ氣持であらう）。

次に汉は其の地點への進行力向を示 

すに止まる〇 Mi iris al Berlinoは勿論 

Berlin市の內へはいって行ったのであ 

らうか軍に兎に角Berlinへ向って行っ 

た事を述べたもの〇 Berlin中へ入った 

と云ふには Mi iris en Berlinonとせ 

ねばならぬ。Ĝisは兎に角そこの處』で 

行った事を示す。

Mi iris al Nagoj a, sed kiam mi iris 

（又は venis） ĝis Tojohaŝi （=mi atingis 

Tojohaŝi）, mi tute laciĝis kaj tie mi 

restis.名古屋に向って行った,然し豐 

橋まで行った時すっかり疲れてそこに滯 

在した。

尙ほiriは本來單に進行する意にも用 

ひられる。

［注意:）造語になると習慣的に使はれ 

てゐるのもある。例へば人が戶を叩いた 

時をはいりは英語ではCome in!であ 

るがEsp.ではEniru!である〇是はそ 

こに立って居る人に對して中へ『進め』と 

號令する氣持ちからであらう〇

匚參考;）或る國語,例へばロシャ語に 

はiriなる話はあるがveniなる語はな 

い:Idi ŝuda=Iru ĉi tien （=venu）.成 

る程上記の如く veni, iriは云ふ人の單 

に見方のちがひだけであるからiriだけ 

でも間に合ふわけである。然し多くの阈 

語ではveni, iri來る,行くを區別して 

ゐるからEsp.でも兩語を設けたのであ 

らう。

☆書解の表題にNova Testamento, La 

等とあるがこのLaは定冠詞か。又定冠 

詞なら何故語頭へつけぬか。（同氏）

〔答:!書名をalfabeta ordoで並べる 

場合,Laを冠頭してはしaが多く並ん 

で索引に不便であるからLaを後にした 

もの。卽ち普通人が新約全書を書篦表中 

に求めるに當りLa Nova•…・と考へて 

しの部を搜す人はあるまい,必ずや 

Nova T••…と考へてNの部を搜すで 

あらう。依てしaをつけては牙B魔にな 

る故とったのである。I悸に便亶上前置詞 

や句までもあとにまわすことがある。例 

へば Traktato pri la Evoluo de Ling

voj をEvoluo de Lingvojなる名の下 

に記憶して搜す人の便を圖リEvoluo de 

Lingvoj, Traktato pri la と吉いて E 

の部中に置くが女□き〇同一例は電話番號 

帳でf-ino Mario Todrovnaなる氏名は 

Todrovna, f-ino Marioとして出てわる〇 

是はfやMで搜す人はなく必す•や姓の 

Tの部を搜すからで,要するに索引とし 

ての便宜上のためである。

★plusの意,ニれはエス語ですか。（同氏） 

匚答:）是はpliの意のラテン語で昔か 

ら各國で數舉上の+の意に用ひられて 

ゐるのでEsp.でも用ひる。

2.5 enoj plus 10% （dek procentoj} 

afrankite二圓五十錢,加へる送料一割。

5+3=8 kvin kaj tri （或は kvin plus 

tri） estas ok.

 ぽminusを用ひる〇

5-3=2 kvin sen tri （或は kvin 

minus tri） estas du.
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Budao, Budeo, Buddo, Budho aŭ Budhao ?
岡本好次

Esperanta resumo: —Kiun el la supre skribitaj kvin formoj ni devas alpreni lde】 la plej 
taŭgan kuj konvenan radikon esperantan de la sanskrita vorto " Buddha " ? La verkanto de 
tiu ĉi artikolo opinios ke la formo "Budao'； kiun s-ro Kenji Ossaka varme rekomendis antaŭ 
kelkaj jaroj en sia verko " Perloj el la Oriento " kaj nur kiun solan ankaŭ alprenis kiel la 
plej taŭgan definitivan radikon la kompilintoj de la " Plena Vortaro de Esp.'' eldonita de 
h・ A・ T. antaŭ monatoj en sian vortaron, estas la plej bona, ĉar kiam ni, esp-istoj, elektas 
esperantan radikon el diversaj probablaj formoj, ni devas ĉiam agi saĝe por fari la plej bonan 
elekton laŭ la vidpunkto de internacieco de fonetismo kaj grafi mo de la originala internacia 
formo laŭ la 15-a regulo de nia Gramatiko. Kompreneble internacieco de fonetismo kaj tiu 
de grafismo ofte konfliktas inter si ambaŭ kaj en tia okazo la kompromiso inter ambaŭ 
flankoj estas nepre necesa. La verkanto opinias kc lau la internacieco de grafismo Ja radiko 
deヾas esti Budha-o kaj laŭ tiu de fonetismo la radiko devas esti BuJa-o kaj ke la unua estas 
malpli bona en la flanko de la facileco de elparolo (precipe la derivitaj formoj de la unua : 
ruJliaismo, Budhaisto estas malfacile elparoleblaj), kaj ke la dua formo estas pli multe pre
ferinda. fTbŝicu(ju Okamoto

本論文のŬ的
梵語からでた『桝陀』さ 

いふ語（戈歐洲各風語の 

中では人體Buddhaの形で探川されてゐみが 

之もエスペラントの語根ざして（文法第15條 

により）採用するにおたり從來上揭の如3 
Budao, Budeo, Buddo, Budho 等がわり，最 

近乂 Budhao採用說もあら厲れてニ、の所甚 

だ混沌た3狀態でおるが,これは我々H本の 

エスペランチストミしてCH!界中で佛敎信者 

及佛敎學老の數の一番多いIヨ本ざして）甚だ 

适憾に思ふ點である。二の點について我々日 

本のエスベランチスト（［最し適當ご思はれる 

語形を一致して垛用し,全世界の同志をして 

之に追隨せIめらやう努力すべきでめるざ思 

ふ。近來我國の佛敎徒及佛敎學者の間にエス 

語沪盛んに研究されるにつれて益々この問題 

が考慮これつ、ある二ざ任よみニばしい現象 

である。昨秋の京都での日本エス大會でI佛 

敎分科會の協議に上ったが事重大さした暫く 

靜觀の猊ざむったご聞く。

本論文の筆者はこの問題は旣にほヾその解 

決點に到逹しつ、あろものミ考へろ。卽ち筆 

者は上記五個の語形の中で最も適當なしのは 

“Budao”なみ形であり,將來最し採用ころべ 

きもの芒芳,一n L早く我邦の佛敎關係の同 

志諾“が一致して二の語形を探用されん二さ 

も慫懣したいこの目的の下に;の論文を单し 

かので方る。

|本論文の論旨要點' 本論文の筆者は本 

論文に於て先づ上

記五極の語形の中で“ Budao"がエス語語根 

过して採用すろに最し適當なしのであるミい

ふ弔について理論的實:祭的の各方面から論じ 

次に二の“ Budao - K 語形炉最近出版5れ 

てしかも將來のエス界に最も超ぜられるべ事 

SAT 出版の u Plena Vortaro de Esp.” 中に 

採用された（他の全部が放棄されて二の語形 

のみ唯一つ採用された;芒に注意!）事を重 

次視し，二れにて二の語根のdefinitiva formo
が決定され7:ものこの意を强うするに到った 

事を述べu Budao n採川の適幼なる事を論斷 

すらものであろ。

1-「佛陀」なる語に對して權威ある各國エ 

ス語辭典は如何なる語形を採用してゐる力怙

（a） E. Boirac : Plena Vortaro Esperanto- 
Egperanta kuj Esperanto-Franca, 1909 で（エ

Buddo, Budeo, Budho, Budhismo
上記の中Budeoについて任Mhodesの英 

エス辭典による旨明記しわり，Budhoの項に 

は出所の說明はないがBudh istoなら誘璋語 

な記碱しPresa Societoのエス佛辭典による 

旨明記I Budhismoについても同辭典による 

旨明記されてゐる〇編酋Boirac （I Buddoを 

preferi I.てゐ!•:のか芒も考へみが（Bude! 〇の 

項にのみklarigoを與へ,他の项については 
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Vidu Buddoさしてゐるからであみが,併し 

二れに甲・なZ> alfabeta ordoによって一番初め 

にで、くるのでかくし了:のかtしれ)〇が)十 

分わからない。

(6) E. Wiister: Enciklopedi Vortaro Es- 
peranta-Germana. Unua Parto, 1923.では

|Buddo], [Buddisto], Budho
本辭典の編者ヽViister (I Budho Zf preferi 

する事は明かでBuddo及buddisto (之れに 

(I Fundamenta Krestomatio より出づち旨明 

記しめり)(I nerekomendindaね示す[]を 

以て圍んである。而もてヽViistは(1Budhoの 

hのもみ事について仕Fakbo "P mirhoの例 

を以て差支へないものこの說明を與へ/うざ 

してゐみしの、樣でわみ。

(c) E. A. Millidge : The Espe ranto- Engi ish 
Dictionary. Forth Edition,1922.

Buddo (-isto), Buddismo
編者 Millidge厲明かにBuddoをpreferi 

1てゐら樣である。Millidge (I Z博士に徹底 

的に忠實了よ人だかG Fundamenta Krestomatio 
中にbuddistoがあるので，之な》基本さしたの 

でないかさ思ふ(之は本論文の筆者の推測に 

すきSが)。

當時ism (I未だoficiala sufiksoでなかっ 

讥のでBuddoの項へ 一istoをいれて 別に 

Buddismoを出したのであらう。Wiisterは 

budhisto, budhismoすべて小文字も用ひてゐ 

みが Millidge (I Ihiddismoざ大文字を川ひ 

てゐち。.
(d) E. (xrosjean-^Iaupin : Dictionnaire 

Com ple t Esperanto-Fr an^ais TII
Buddo (—ismo, — ano)

二の編者にやはりBuddo黨である。併し 

編者の後年編纂したSAT版Plena Vortaro 
にはBudaoな採用しt:〇

(e) Bennemann :, Esperanto IIandwdrter- 
buch Teil I Eeperanto-Deutsch, 1923 'では

Budho (b-ismo, b ano)
ぴ)P. Christaller : Deutsch - Esj)eranto 

Worterbuch, 1923 では

Budho [Buddo, Btideo] (budhano)
二の編者“ Budho黨でわる。

(g) Fulcher & Long : English - Esperanto
Dictionary, 1921 VII

Budho, Budao, budhano
これにけ BudaoがめちがBuddhistの譯ミ 

して(戈budhanoのみマbudaanoがない所も 

みちさBudaoに大きな自信が•なかつ沢樣で 

める。

（ん）J. Rliodes: The English - Esperanto 
Dictionary, 1908 では

Badeo
(り E. Grosjean・ Maupin : Dictionaire

Complet Francais-Esperanto, 1913 で(I
但)ミ同—。

(ĵ) Ben nenjan: Esperanto Handw6rter- 
buch Teil II, Deutsch-feperanto, 1926 'で[エ 

(e)ご同樣。

伙)SAT 出版:Plena Vortaro de Espe
ranto, 193〇.では上述の如く Budaoも採用

し〇

以上の如く『佛陀』に對すろエス語li Bud
ao, Budeo, Buddo, Budho 等四種もめ0"(厄 

介だが垠近にU本でBudhao冷•さく人もあっ 

て歸一すみ所を知らぬ狀態で,ビの語形を探 

用すべきĴ〇・は:れら遍去の事實について論じ 

みよりも上記五箇のformojの中ごれが1鴉 

エスペラント精神に合致するかによってきめ 

なければならない。

2. 「佛陀」(Buddha)なる梵語をエス語根 

として採用するにあたり上記五箇の語形中さ

れが一番適當である加。

(a)「侨陀」の原形は

「佛陀」なな梵語の原形は勿論梵学で書き表 

肚されてゐるわけ汇が,ニれをラテン文字に 

transkribiするさBuddhaビなちのてちち〇 

所で二の中のdh (X d e hこの二個の子音 

を示すのではなく，一つの梵語に躅持の音む 

示いれのであみ。勿論之はラテン語にない 

音だから假りにdざhの二文字の結合で書 

き表はしたのにすぎない。それ厲丁度エス語 

の・音に對し英語ではよ(佛語で仕ch,躅 

語ではscii)を用ひてゐるのご同一であみ。 

それはやはりラテン語に(I $の音がないから 

ラテン文字で表はすにわたって困った結集二 

文字乂は三文字の結合で假りに書き表はした 

にすぎないのでめる。□本語なごで1外國語 

花假名で擲寫する場合は一個の假名で示され 

ねい音はやむも龙ないので二個。假名で示す 

ニミにしてゐち。例、ばフランス紹の'3矽‘ 

も「カフェ」さして示す樣なものて・あろ。然ら 

ば二のdhは如何なみ音かざ云ふに,これは 

dの有氣音む示したものである。こんな音任 

近代歐洲語にない音であみ。强いて書けば 

dhWて•し書くべ色である。勿論二んな音任 

エスペラントにはない。
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（0 この梵語のBuddhaもエス語の中へ入 

れるに（戈

- •般にエス語以外の言語のvort jをエス 

文の中へ入れら場合には二つのちがつ了:行｝ 

方がわら。第一のもの任純然から^ilingva 
vortoきしてその馬エス文中に記栽するもの 

で,その場合任其本來の綴字のま、又はその 

本來の音をできるだけエス文字を用ひて示す 

事で,他の行扌方□純然たちesperanta vorto 
（radiko）ざして採用すみこさであみ。

今木論文で論じようごしてゐるのは後者の 
行き方についてである。前者のやり方ならに 

Buddha （I Buddh!のまゝで kursivo てでも 

印刷すればよいたらうeごいふのは小】の音 

がエスペラントにないから,エス文字で示す 

事ができないから從來各國語に採用され仁形 

のま、を採用すちまでであら,

所が二、に硏究しようざすろ後者の場合に 

卽ちBuddhaなる梵語を純然仁る工穴ベラン 

トの語裡ミして探用すらには如何なる語形を 
選ぶべきでおるか芒いふ事についてであみ。

接エスペラントの語就任九分九匝まで外!或 

語かおりmしのでわらが、それらをみ 

みざ多少の例外はあるが大麗は各國話に共逋 

な語緊を探用い壮のであるが,その採川に 

めたって仕その文字的構成卽ちg atismoの 

點ごその音的構成卽ちfonetismoの點过の兩 

方面から考察して理論的にし實際的にもesp. 
vorto芒して適當こ思任れちものを採用して 

ゐ み の である〇っまりgrafismo のinter- 
nacieco ミ fonetismo の internacieco につ丫ヽ 

て考へるわけである。而して兩者がうまくー 

致すれは小分がないが，その間に大它な間隔 

のある事もめら。かういった場合に任兩者の 

問に妥協點も見出して解決しなければなら 

わ。故に場合によっては:grafismoに璽點が 

置かれる事もあり，場合によてつはfonetismo 
に堕點が置かれあ事もかるが，ごちらにして 

しエスベラントの言語的精神（lingva spirito） 
に合致い:方が最後の勝利なまてゐるのでわ 

ろ。例へば「薔薇J任大抵の言語ではrose, 
rosa等の形なもってゐろからgrafismoから 

いへ戊“roso”ミてべきであったらうが，臨 

U）の意味にrosoを採用すお都合上これをさ 

け，その發咅の力からみて（二のroso, rosa 
のsは大抵の莒語で任Zに發音されてゐる力・ 

ら）これを''rozo ”さしたのであち。二の點 

fonetismoがgrafismoに勝ったわけでめる。 

又「イエス」はごの言語でんJesusき書力・れて 

ゐるか發音の方からみ｛1（エ（卽ちfonetismo 
によれ1工）英語に從へIT Gi^asoさでもすべ

きでろり,獨逸語に從へばJezusoであり佛 

闕語に從へĴezjuoごでもすべく,西班牙 

語に從へばfTesuoさでもすべきである。それ 

で之にgrafismoも靈視してJesuoミなっれ 

のでわら。（Jesuoの外にJezuoなろ形し採 

用されてゐる〇二HはJesusの中央のsがz 
に發汙される例が多いからで幾分fonetismo 
む加味した結果でわみ。） 〇

拐° Buddha むエス語に採用すらにあた 

って考へてみらにgrtfismoの點からいへば 

まづBuddhnoざするのが（フラシス語で厲 

Bouddhaビ綴られて仁ゐちが）一番よいでお 

らうが,ニれではMご同一子音が二個垂な 

ろからよくない。（エス語では同一子音が二 

個垂琢事も極力さけた。歐洲各國語に同一の 

二個の于音の重つ讥例任谭山あろが，ニれに 

實際の發音からいへば大強一個の子皆芒同價 

値で;唯その前にくる母音が短母音である事 

な示す意味しかもってゐない筋が多い。例へ 

ば英語の!etterのtt “その前の吐音eが短 

い事を示すのみでttは-••個のtミ同一の發 

音でちる。日本語の樣な促音には決して號音 

しない。だからZ博士がエス語を考案される 

時同一子音の3!複もさけられたのであるざ思 

ふ。併しまだ十分热しきら“い澤山のエス語 

聚の中にはたまにこんなのもで、くるが,そ 

んなの任追々影なけしてゆきつ、あみ。例へ

IX Fundamenta Krestomatio 等で（I bullo の 

形で採用されてゐたものも後に"buleoの形 

に變はり,今【Iでは二の形のみ優勢であち。

X regattoの如孑もregatoこの混同なさけ

ろた力化になってゐるが,これもttの形が 

あみため使用てる人が殆んこ•なくなってしま 

った。）それで <1（1の爲複むさけて一字にマる 

ごBudhaoさならわけであみ。語尾・を除け 

（<* Budho ごしなら〇 hudhisir», budhist 等の 

如きinternaciaj formojをエス語の純然たる 

derivitaj vortojごするのに都台のよい樣にさ 

考へれ戊 Budhan X りし Budho （budh-isto, 
budhismo）も採用Iたくなる。從來Budho就 

の支持者の多かつ亢のし夫が原因ではなわら 

うが。又一方からみてdhのh音（よ普通の 

h ・音でないのでエス語にないものであるし， 

乂梵語のdhの音もd音にちか、、音故hを 

やめる事にするきいった見解もこればBuddo 
の形も惡くはないざいふ事になる。それで， 

Buddoの支持者も多い〇 殊にFundamenta 
Krestomatio等にbuddistoが採用されてゐる 

點に於て Millidge や Grosjean Mau pin の支 

持を得仁ものご恩ふ。 （次號，、綽く）
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和文エス譯添削
大橋介二郞

1）正月は冥土の旅の一里 

塚。

Ĉiu novjaro estas mejlŝtono sur 

nia vojaĝo al tombo. （西野君）

新年は直譯してそのまゝnovjaroが 

一•般に使はれて居る。Januaroとして 

もよい。ĉiuがは入った方がどの年も一 

つ 一つが一里塚と なる氣持が出てよいと 

思ふ〇 mejlŝtonoが一里塚に當る〇其他 

stacio 或は stadio （180 metroj に相當 

するギリシャの距離の單位にて一日の旅 

程の意にもなる）或はetapo （一 []の旅 

程）等を用ひてもよろしい。冥土に相當 

する字には erebo, hadeso, alia mondo 

等〇 地獄=infero,極樂=paradizo, 
elizeo, ĉielo.

2）厂私は今年中に,少〈ざも 

十人の同志をつくる」ざ彼はキ 

ッバリ云った。

"Dum tiu ĉi jaro ” li diris 
kun granda certeco, “ mi 8ukce8os 
akiri altnsnaŭ dek iiovmĵu samidc- 
e叫Ĵn・” "塚君）

- ・’■・・"■' ・・ ・ ・

Dumのかはりにen la dauro deを 

用ひてもよろしい。「キッパリト」はkun 

decida maniero, kun memfido,或は單 

に decide, klare 等〇 S. F.君へ,aserti 
は「この半はこうであらねばならぬ」と主 

張し確言する事。石黑君へ,deklariは 

大衆に向って公に言明,宣言する事。こ 

の文は直接話法になって居るが,これを 

間接話法にすればLi diris kun kon

vinkiĝo, ke li nepre varbos almenaŭ 

dek homojn al Esp.となる〇 varbi は 

兵を募集したり，入會を勸誘したりする 

爭。大塚君の文ではsukcesosやnovajn 
等,別に課題に表はれてない字を用ひて, 

しかもよく眞意を表現して居る。原文に 

とらはれない良い譯だと思ひます。akiri 

とgajniは共に得る意だが,gajniは主 

として利益となる事物を自分の骨折りや 

好運で獲得する意に用ひられ,『籤に當 

たる』『勝賢事に勝つ』『儲ける』となる。 

almenaŭ, minimume, eĉ se malmulte 
等は皆似た樣な語だが幾分づゝ違ふ。こ 

の題の様な事を言ひ表はすには大差はな 

い〇 Vi bezonas minimume 10 horojn 
（廿時間も掛るまいが,どうあっても十時 

間は確實にかゝる）almenaŭはne mal

pli だから,minimumeの處へこれを入 

れゝば,（九時間ぢや六ヶ敷からう,まあ 

少くとも十時間はかゝる）となる。eĉ： se 

malmulte= しんば少ないとしても〇

3） もし全エスペランチスト 

がこう確信し實行したら，その 

結果は實に燈く可きものであ 

る。

A・ Se ln tuta esperantistaro 
firme kredas tiel kaj plenunios 
tion, la rezultato estos eŭ^ktive 

mirinda. （石黑君）

Se ĉiu esperantisto havas 
tinn saman kredon kaj tion efekti
vigus； la rezultato estus mirin- 

dega・ （大塚君）
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> ĉiu, tuta, ĉiujは夫々別の意味を持つ 

てゐる〇 Ciuは各々〇 &UĴは個々より成

立し仁全體，從って複數形,tutaは杲的

質的に完全なる全部，從って本來單數形

（併し,キる二L1間=dum la tutaj du

cagojの様に複數形になる事もある）。

Ĉiu studento ricevis dek pomojn.

（一人十個宛）〇

Ĉiuj studentoj r.d. p.（全部にト個）〇

Li trinkis la tutan glason da biero. 

（コップになみなみ一杯）。bieroは物質 

名詞忙からーツニッと數へられない。

En la tuta ĉambro regis tomba

silento.=部屋全體は墓場の樣な靜けさ 

に・滿たされた。

Ciuj cambroj estas jam destinitaj. 
全部，部屋は約定ずみになってゐる。

4）彼は一尘をエスベラント 

の運動に捧げてゐる。だから， 

ごんな困難も彼の道から彼を脫 

線させる事は出來ない。

A・ Li oferas sian tutan vivon 
al la esperanto-movado; tial nenia 
malfacilajo povas lin deflankigi 
de lia vojo. （石黑君）

B. Li dediĉis sian t utan vivon 
al Ia Esp-rnovado; kaj en la plej 
malfacila okazo li ne deflankiĝas 
（Ie sia vojo. （西野君）

抹げるはこの列•にsin fordoniなど 

ある〇 しi sin fordonas en legado. は 

「彼は我を忘れて讀非に耽って居る」困難

は時には malhelpo, sufero, mizero な 

どが適當する場合がある〇 lin deflankigi 

de lia vojoに於てliaをsiaにすれば 

文法匕の主語卽ちmalfacilaĵoを受けら 

半になるからliaとせねばならぬが, 

nenia malfacilaĵo povas 咿 必 deflankigi' 

de sia vojo.とすると,理論上の主語を 

受けてsia vojoとならねばならない, 

もし igi lin deflankiĝi=lin deflankigi 

だとすればA文中のlia vojoをsia 

vojoとも云へる事になる。書く人の氣 

持で,どちらでもよい,と云ふ事になっ 

て正矗をほこるEsp.として甚だ遺憾だ 

と思ふ人もあらうがEsp.も人間の言 

葉であって機械ぢゃない,と云ふ事を忘 

れないならば，言葉に伴ふ氣分の瞬間的 

變化や氣持の持ち樣で表現の仕方も變っ 

て來る。Z.のfabeloj IIの142-8に 

も ke la regidino volas lin fari ŝia 

edz〇・ Krestomatio 258 + 2- • • •, kaj la 

aliaj popoloj de Azio legas tiujn 

samajn signojn en ilia lingv〇.がある〇 

これは共にsiaの方が理窟にあって居る 

と思ふが氣持の持ち様でこう云っても意 

味を取り違へて大問題を引き起す樣な爭 

はない〇 Li kisis al lia （siaと云ふ可き 

處を）edzino sur la lipoj.などは重大な 

る誤り。deflankiĝi=道をそれる,elre

ligi （電車等の）100

5）我々共の仕事に有利を齎 

す方法は多々ある;

Alporti utilon al nia afero oni 
povas en pl可 diversa maniero ;

方法は多々ある ekzistas multaj 

rimedoj・或は Oni havas m.r.と樣々 

に言へる。日本語に餘りないoniを使ふ 

爭を覺へる事も必耍〇力法にはrimedo 

とmetodo力;ある〇 rimedoは或H的 

を達する手段。

vivrimedoj = A焉十〇 kontraŭrimedo 

對傑。metodoは或る目的を達する爲め 
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に色々の方法を硏究して一番よい方法を 

見出して一つの手順，方式をつくる。 

Ĉe-metodo （チェ氏によって谖明された 

rekta metodoで初めから國語を用ひず 

にEsp・ばかりで敎へる方法）〇

1） 多くの新しき友を引きづ 

り込む事，

altiri multajn novajn amikojn,

引きづり込むにenkondukiを用ひた 

人が多かつ仁が,これは採用すると譯さ 

れる〇 enkonduki novan radikon en 
nia lingvo, entreniは犬猫等を無理に 

庭へ引きづり込む等に適當。

2） 我々の仕事に新しい土地 

を開く事,

malfermi al nia afero novajn 
kampojn,

malfermiで充分〇 kulturiは耕作すの 

意だからそのつもりでpor nia semado 

の樣に偶意的にも使はれる。trabatiは 

trabati al si vojon （道をひら く,血路 

を見出す）の樣に使はれる。 .

3） 雜誌に良い記事を書く事, 

skribi bonajn artikolojn en

gaz 庖 L

revuo=presaĵo en formo de ĵur

nalo, broŝuro pri iu aparta fako. 許 

論雜誌等。 5

4） 仕事の擴張に對する良き 

方法を焉へ出す事。

elpensi bonajn rimedojn por la 
disvastigo de la afero・

plivastigoでもよろし,或はdisvol

viĝo （volviは捲きつける〇 disvolvi, 
それを解く,從ってdisvolviĝoは谡展 

の意に用ひらる）。

5）何か良き著述を發行まる 

事。等々。

eldoni ian bouan verkon, ktp・
ktp.

G）今度の【】曜H迄に返事を 

よこして下さい。

Respondu al mi antaŭ la | 
venonta dimanĉo・ （渡邊君〕

渡邊石以外は全部迄をĝisと譯して居 

ました〇 ĝisでもantaŭでもこの場合 

同じ事ですがantaŭの方力:適當してゐ 

る樣に,恩へる。

7）いゝきみだ!だから俺が 

言はん事ぢゃない!

Bone punite! Tion mi jam 
antaŭdiris !

Kia ago, tia pago.なども「當然の報 

だ,いゝきみだ」に営たる。答案の中に 

は,餘り目星しいのが無かった。紙而に 

限！）があって添削があまり出來ないで失 

敬しました。

成 績

（同姓の人丈名前の頭字を入れてあります） 

85以上，西野君,石熬君,S0以上,岡本君， 

大塚君，70以上,S. F.君,渡邊君.石生君, 

Aso君,高橋君,63以下記名せず。

三月號課題締切一月末日

（〇 そんな上品な事け彼の耳には入らめ。

（2） わい兄弟!今夜の晩めしの勘定は全部 

俺が引3受けちぜ。

（3） もし僕が君にったら,fi費で出版すち 

んだが。

（4） 恩に報ゆろに誓を以ってすろざは!

（5） 今度學會から出版になった「ザメンホ 

フ讀本」は推质の價值がある。

（6） 火に手なかざして彼厲何か鼻唄なうた 

って居る。



檢 察 官
Zamenhof 譯 しa Revizoro 一節の註譯

K. OssaJca.

Urbestro.一Mi invitis vin, sinjoroj, 

al mi, por komuniki al vi tre mal

agrablan novaĵon: al ni venas revi
zoro.

Ammos Fj odoro vic.—Kiel, revizoro ?

Urbestro.—Revizoro el Peterburgo, 

inkognite; kaj ankoraŭ kun sekreta 

ordon 〇.

A. Fjodoroviĉ.—Jen vi havas!

Artem ij Filippoviĉ・ーJen zorgoj 

n a ikis—nun ricevu!
Luka Lukiĉ.一Ho, mia Dio! ankoraŭ 

sekreta ordono!
市一諸君，御集まりを願ひ仝した 

のは(invitis vin al mi, por----)諸君 

にまことにいやな報導を(novaĵon)御 

傳へいたす爲めです,それは(：)こゝへ 

檢察官・が來ると云ふのです。

Fjodoroviĉ.------ どうして，檢察官が?

市------ ・テルブルグから檢察官が,

しのびで,しかも(kaj ankoraŭ)秘密命

令さへ帯びてです。

Fjodoroviĉ.------そらござった!

• FilippoviĈ,一 素怠慢天筒覩而! 

Lukiĉ.------南無三寶!しかも秘密命令

を帶びて!

(sciego (一般に)通知,知らせ
:^novaĵo最近の出來事,ニュ-ス

Cu oni ne havas ian novaĵon ? 何 

か變った事はないかね〇

inkognite (人に知られぬやう)姿をか 

へて,名をかへて,しのびで。

Jen vi havas! = Jen vi havas vian 

(kutiman)-•••!の意で『そら來た,そら 

始まった』などの意，Jenと同義〇

Nu, jen vi havas: mi sciis, ko ankaŭ 
tie ĉi vi disputos (Rz. 47).

そら乂始まった(お前のいつもの卿が) 

ま仁こゝでーと議論すること:ごらうと思 

ってゐたよ。

Jen zorgoj mankis (al vi, vi do) nun 

ricevu (pagon).要心がかけてゐたの忙 

今その報いを受けよ。

Mia Dio !おやきあ，これはしたり。

Urbestro.一Mi kvazaŭ antaŭsentis: 

hodiaŭ la tutan nokton mi sonĝis pri 

iaj du eksterodinaraj ratoj・ Kredu al 

mi, tielajn mi neniam vidis: nigraj, 

de nenatura grandeco! Ili venis, 

ekflaris一kaj iris for. Jen mi tralegos 

al vi leteron, kiun mi ricevis de 
Andrej Ivanoviĉ Ĉmiĥov: ,, Kara

amiko, baptano kaj bonfaranto!(か" 

muras dnx)nvoĉcy trakuranta rapide per la okuloj) 

・.・ kaj sciigi vin ・・・" Ha, jen: „ mi 

rapidas, interalie, sciigi vin, ke alve

turis oficisto kun la ordono revizii la 

tutan gubernion kaj precipe nian dis
trikton ©9呵。levas la fingron suprcn)9 Mi 

sciiĝis pri tio de homoj plej kredindaj, 

kvankam li prezentas sin kiel pri- 

vatan personon. Ĉar mi scias, ke vi, 

kiel ĉiu, estas ne tute sen peketoj, ĉar 

vi estas homo saĝa kaj vi ne amas 

preterlasi tion, kio naĝas al la manoj 

・・…"(haltante). Nu, ni estas inter ni 

•…„tial mi konsilas al vi aranĝi 

singardecon: ĉar li povas alveturi 
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en ĉiu horo, se nur li jam ne alve
turis ・・・・“
市長:まあ蟲の知らせです(kvazaŭ 

antaŭsentis), 夜は一晚中二匹の何か

變な鼠の夢を見たです,ほんとに(kredu 

al mi),あんなのは見た事がない。黑く 

て,とてつもない大さの奴(de nenatura 
grandeco)でな〇其奴專やって來て,臭 

をかいで —— そして行ってしまった。 

さてA. I. Ĉmiĥovから私が貰った手 

紙を瀆みあげませう:『拜啓(急いで眼 

を走らせ乍らtr^kur^a^e per la okulojご

とごと口の中でつぶやく muj^nuras duon!-

••••して御知らせ申し上げ候』あゝ 

こゝだ『序乍ら(interalie)取急ぎ御知 

らせ申し上げ候(mi rapidas sciigi vin), 
全縣,殊に吾々の地方を(意床ありげに 

指を擧げる曲侣suferi)檢察いたす命令 

を帶びー官吏到若致し候。尤も當人は全 

く 一私人と中し居り候へ共(kvankam 

li prezentas sin kiel• • • •)此事は最も 

確かなる筋の人々よb聞及び申候(sci'・

igis pri tio de- •••),貴君は如才なき 

御仁(homo saĝa)にて棚から落ちる 

ぼ仁もちを(手の方へ游ぎ寄って來るも 

のを tion, kio naĝas al viaj manoj) 

見逃がさるゝ(preterhsi)こと(iお好 

きの方では無之故,御多分にもれず(kiel 
■ciu)まんざら(ne tute)脛に傷の無く

もなきこと(ne • • • • sen peketoj)小生

も承如に候へぱ』(讀み止めてhalCante^ 

まあ內輪のこったからな(かまわぬni 
•estas inter ni •・• •)「依て御用心專ー

と存彳唉(konsilas^ al vi aranĝi sin'・ 

gard'ec'on),と申すは該人は海一旣に到 

着致しあらざるならば(se nur----ne), 

何時到看いたすやも圖られず候(lipovas 

■al'veturi en ĉiu horo)•…』〇

!
antaŭparolo序文，はしがき

antaŭdiri 言するゝ

antaŭ senti豫感する,蟲が知らす

hodiaŭ la tutan nokton 朝起きて今 

日一夜と云へば今朝口がさめる迄の祀 

卽も勿論hieraŭのねてからの部分も含 

めて云ったもの〇日本でぽ普通『昨彼』と 

云ふが然し今口の口のさめるまでの時間 

をも含む。因に普通には

<vespero人がまだ起きて居る夜の峙 

間,「1が暮れてねる迄
〔口okto人が谀る時間

勿論今日のねてからの時間もhodiaua 
nokto: Sed ankoraŭ hodiaŭ en la 
nokto povas ja fali hajlo (Rabistoj, 
80/5). •

eksterordinara 異常の .

(tieFaその樣な(風の)

itiaそんな(種類の)

Ĉu vi vidis tiun brulon (=la brulon 

de tiu ĉi domo) ? U brulon (=tiel 

grandan, k. c.) mi ofte vidas, sed ni 

neniam vidis tielan (=tiamanieran).
君あの(例へばあの家の燃える)火爭を 

見た加い。あんな(に大きいとか,あん 

なに烈しいとか)火爭はよく見るが，あ 

んな風な燃え方の(火の手が奇觀を呈し 

或は燃え立ち,或は泊えか、り，或はは 

ね上るなど)火事は見た事がない。

La ratoj estis 加paj kaj 心 nenatura 

grandeco=し3, ratoj estis nigraj ratoj kaj 
ratoj de nenatura grandeco (nenature 
grandaj ratoj人

Bapfano kaj bonfaranto 洗禮をう 

けた正銘のキリスト敎徒にして徳行家。 

pシャ人は何事にでもすぐ十字を切り, 

Dioと呼ぶ舊敎徒であるので手紙の書き 

出しにもかうした句を入れる。 •
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Lingva Komitato の 輪廓
小此木貞次郞

昨年の京都における第十九囘大會の 

UniversitatoでK.R.の我が或代表進 

藤靜太郞氏が,P「i Generalu Organizo de 

Esp-Movado»といふ演題の下にエス運動 

の阈際的なoficiala organizoにつき組 

織的な興味ある講演をされた。——之は 

いづれRevuo Orientaに揭載される答 

です。——< してその節同氏は原因が地 

理的環覽にもあらうが,我が國の一般の 

Esp-istoが國內的な連動には非常に熱心 

なるも國際的な運動には槪して興味と關 

心の度が比較的低くはないかと指摘し批 

評した-----昨年來朝のSpeciala dele

gito Scherer氏の言を引いて,注意を喚 

起した。仁しかにEsp.述動が旣に我國 

に於て25年を經驗し,熟しつ、ある時, 

當然吾々は國際的な雜誌への進出及び其 

他の方法で或際的運動に參加すると同哇 

に注意をこの點に向けて,正常なるEsp. 

運動の全面的發展を促すべく energioを 

さく可きではなからうか。

この啓蒙的な意味で Oficialaj Insti- 
tucioj の一つ，”La Lingva Komitato kaj de 

僉ia Akademio “書語委員會と學士院（略して 

紅）の大略を紹介する。（詳述すること 

は限られた紙面に到底不町能であるので 

一般的說明に止める。）

* *
★ ★

LK は ICK, KR, UEA,等の 〇@ 

cialaj Instituciojと異!?純粹な音語機關 

で他の三者から獨立してをる。LK •に 

關した規則は” Regularo de la Lingva 

Komitato uとして14項23ヶ條に分れ 

てゐる。主なる項目は,

（口的）廿語委ti會はエスペラント語 

の基礎原則を保存し その正常な發展を 

管理する。故に同委員會は上述の原則の 

下にあらゆる言語上の問題を探究し!L解 

決する〇

（委員の數）LK.は言語に堪能なる 

士により構成される。數に別に制限はな 

い。（註,その數は公式には制限がない 

が,實際上餘り多數になることは任務の 

遂行匕及び其他の理由により避けねば 

ならぬ。）

（任期選出）任期9ヶ年。LK・an 〇は 

LK.自身により選出される。夫はAka

demio が作製せる候補者名簿により各 

anoの投票多數決により選出される。每 

年その一部が改選されてゆく。重任は許 

される。毎年の改選に際し新らしい候補 

者の推薦を Naciaj Societoj, UEA, 

Fakaj Societoj が Akademio に對して 

なし得ることはKontrakto de Helsinki 

（1921年XIII萬國大會）の第三條で認 

められてある。 ….

（任務）LK-anoの任務は次の諸黙〇

1. 新委员（LK-ano）の選擧の投票

2. 學士院選出の投票

3. 學士院がその任務として探究すみ 

提案に署名すること

4. 學士院の決定爭項に賛否の意志表 

示をなすこと

5. 口分が各種の委員會及びSub- 

komitatoの仕事に參加を望まれた 

時は之に與ること

（公式機關紙）Oficiala Bulteno.
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Akademio

現在LK・は130名のanoを包含し, 

その住所は世界各地に散在してをって, 

實務の遂行上不便なる故Akademioに 

より不斷に言語問題の仕事に携はる。 

AkademianoはしK-ano全般の投票多 

數決により選出される。數は18名を越 

えることが出來ない。任期9ヶ年,3年 

每にその3分の1が改選される。LK.も、 

AkademioもEstraroは共通同一で, 

會長としては1931年5月忽然として永眠 

するまでProf. Th. Cariが前會長Rektoro 

E. Boiracの後を承けて艮年その職にあ 

った。

副會長J・M•ヽVarden （蘇）

D-ro Dietterle （獨）

一般語虽部長 P「of・ E. Grosjean-Maupin

/ （佛）

文法部長 D-ro W. Lippmann （獨） 

以下各 membro 14名〇 J. Baghy （洪）, 

W. Bailey （英），L. Belmont （波）,P. 

Christaller （獨），W・ E. Collinson （英）, 

D-ro P. Corret （佛），Prof. V. Inglada 

（西）,J. R. G. Isbrŭcker （蘭），Prof. B. 
Migliorini （伊）,E. A. Millidge （英）, 

P. Nylun （瑞），V. Setiila （芬），D-ro A. 

Stamatiadis （希）1929—1930—193!・

學上院の仕爭は事實k LK-anoの手に 

よb Esp.語硏・•究の文獻の報告,公用語 

の選定,及び年五册以下の優秀と認めら 

れるエス語の作品に賞を贈る等である。 

新らしい言語上の問題のoficialigiは反 

對•者が言語委員會の3分の1以下の呻は 

公式に承認せられたものとする。尙賞品 

部については，„ Regularo pri verkoj 

rekompencotaj de la Akademio "なる 

ものがある。卽ち

1） Akademioは每年Stiloの方面に 

て注目に値する著述數册につき賞を 

贈る〇

2） 選ばれる數は五册以下。

3） 學士院は飜譯も勿論受けるが，原 

作は一層preferiする〇

4） 捉出される著作は股近10ヶ年以 

內に公にされたるものであること。

5） 而して單行本である可きこと。雜 

誌に現れたArtikoloや原稿はとら 

ぬ〇

6） Akademianoの作は賞に入らぬ〇

7） 著作を學士院に捉出する權利は 

LK.の各委員が持つ。各委員はその 

著者の承認のもとに各々一人で二册 

宛提出紹介し得る。

8） 締切期「1,2月1口までに,書名, 

發行所,初版出版日を記してPrezi

danto の許まで夫を提すること〇

9） 學丄院の中のその摭當委員會は總 

べて提出蓉作を調んだ後，最も優秀 

なるものを選ぶ。

io）同委賈會の報告により,全學士院 

は受賞者を選出する。

今參考までに最近數ヶ年の受賞著作を 

列擧すれば（禹國犬會に於て報告され 

る）。

1925 な し

1926な し

1927 „ Kataluna Antologio" （Et 

作）Jaume Grau-Cases 編（他 

13 名協作）.413 p.（1925）.

1928 „ Dancu Marionetoj u （原作） 

Julio Baghy・

1929 „ Prozo ridetanta（原作）R・ 

Schwartz ・
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„La Tajdo"（原作）N. Hohlov.

„ La alta Kanto " 1 原竹リ Teo 

'Jung.
„ Fabiola " （K-alo Wiseman） 

Ramo-Robert 譯〇

„ Luno de Izrael ‘‘ （H. Rider 

Haggard） Payson-Butler 譯〇 

1930 „La Cikoni-Kalifo de Miĥaelo

Babits "（原作ハンガリ語）K. 

Bodo 譯〇

„ Elektitaj Vrersaĵoj de Marie 

Under"（原作エストニア語） 

Hilda Drezen 譯〇

,,Nobela Peko de Mihail 

Sadoveanu "（原作ルーマニア 

語）T Morariu 誤〇

,,Niĉjo Mensogulo de Bra- 

tescu-Voi nesti ‘‘（原作 ルーマ 

ニア語）T. Morariu 澤〇

„ La Leono de Flandrujo de

Hendrik Conscience （原作 7 

ラドンドル語）H. J. Bulthuis 
譯。

LK.はその報告を萬回大會に於てす 

る。そしてその運動の財政的支持はICK 

から受ける。1929年6月一!930年6月ま 

での會計報告を見ると。

（收 入） 

繰 越 金 

ICKからの補助金

sv. frk.
566.70
500.00

寄 附 205.00

合 計 sv・ frk. 1,2/1.70

之で郵稅,印刷物（年鑑,Bulteno,通 

知）を初め,Laboro及び諸雜費を支出 

し,1!繰越金を明年度に殘してゆくので

あるから充分なる活動を望むのは困難な 

ことであらう。

最後にしK-anoの數を言語別に分け 

てみよう〇 （1930年現在）

英 語 14 何牙利語 5,
ブルガリア語 1 支那語 2

チェ ッコ語 5 F 語 6

丁 抹語 1 日本nn 2'

エス トニア語 1 カタロニア語 6・

芬 蘭語 1 ラディン語 1

フラ ンドル語 2 ラトヴィア語 1

佛 語 18 リトワニア語 1

獨 語 23 波蘭語 7一

希 臘語 •1 葡 語. 4

ヘブライ語 3 ルーマニア語 1

歸, 白露,ウクラ イナ語 12

西班牙語 6 和蘭語 4

瑞 典語 9

計130名。

★ 口本でしK-anoは藤澤现雄氏と,1930 
年度新しく選出され仁パリーの西村光月

氏である。

★參考文獻。

Jarlibro de L・K・

Oficiala Bulteno de Esp-ista 

Akademio ・

Oficiala dokumentaro Esp-ista 

i （Centra oficejo : Sekcio A.）

Fun. Dokumentoj de oficialaj 

Inst让ucioj de Esp.—1914.

★LK.の發展を歴史的に見て詳述したら 

非常に興味あるものとなるであらうと思 

はれる。小坂氏,進藤氏,其他の先輩の 

此の方面のlaboroを期待して止まな 

い。
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^TRIDEK JAKOJN EN LA ORA NORDO, de Jan 

Welzl, eldonita de Moraviaj Esperanto 

Pioniroj, Olomouc, Cehsl., 1931;14X 

19 cm., p. 3144-geografia karto; prez. 

ーヒ製ニ圓五十錢（郵稅8錢），並製二圓 

（郵稅8錢）學會に在庫あり。

チェックの靑年 Welzl（尤も今は六十 

餘谡の老人だが）は生れつきの放浪者で 

あった。世界を跨にかけたあげく徒步で 

西比利亞を過ぎって北氷洋に出でエスキ 

モーの間に住するに及んで狩や商茂で富 

を成し,終にその酉長に選ばれ 'た。極地 

にある事三十年,述命は奇しくも北米近 

海で難船にあひ,無一物のまゝ故國へま 

ひもどった。然し全く人間界から隔絶し 

た極地の資産を取り寄すべき術ぽない。 

黃金権地三十年の經驗を本書に綴って旅 

寶としてなつかしい氷の國への旅立った 

のである。も一つ面白いのは此男は色々 

な言蕖をかぢってはゐるが結局はどの語 

も出來ぬことである。從って此の一書を 

書きあげてやるには大困難と大忍耐とを 

要し仁わけで,極地生活の興味の他にそ 

の描出の而白さがうかヾひ知られる。然 

しエス文は平易で，John Marchant氏 

が賞滋をおしまなかつ:たのを見ても初學 

者にも好箇の讀物であらう。

La stilo estas tre bela kaj facile 

komprenebla» entute bonega escepte 

de malmultaj vortuzoj, kiujn ni mem 

ne ŝatus, ekz. „ tuta mia havaĵo " （p. 

40; pli ordinara kutimo en Esp: mia 

tuta havaĵo）. En la antauparolo ni 

trovas: kelkiu （formo uzata de kelkajn 

sed evitinda ; oni povas pli bone diri: 

iu au kiu ajn）, laborenspezi （kial 

meti apostrofon ?）—K. asaka.

★ORA MASKO, !, de Rampo Edogaua, 

trad・ J・ Simomura, eid. Japana Espe

ranto-Asocio, 1931;13 x 19 cm., p.110; 

prez. 一圓（郵稅四錢）〇

忽然として帝都にきみの惡い金色假面 

の怪物があらはれた。驚くべき身輕さと 

大膽さを以て白畫都大路をのさばり出 

し，次から次へと大犯罪が展開されてゆ 

く。おなじみの明智名探偵の活躁とな 

る。但し例によって江戶川亂步一流のわ 

ざとらしさ,讀者に强要する惡い癖にい 

やな氣がさす。ドイルのような垢ぬけ'た 

作は出來ぬものか。譯はT村芳司氏の筆 

であるから以て初學者のよき參考讀み物 

である。

MEM0RANDUM0
小形の備忘手帳memorindaroで 

體裁優美。表紙に綠星とMemeran- 

dumoの金文字を印刷。異種色表紙 

三册見本として五十錢。希望奢は迫: 

接大阪市西區薩摩堀北之町明星商會 

（振替大阪71109番）へ申込まれた 

し〇
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Kia Estas Via Sorto Hodiaŭ ?
[Vera Orakolo por la Novjara Amuzo ]

Z. Takamacu.

Certe ĉiu volus antaŭscii, kian sorton li havos por hcdiaŭ. Pri tio al 
vi respondos la Orakolo, kiun vi ricevos per la jena metodo.

(1) Vi devas kredi tiun orakolon; ĝi trafas cent procentojn.

(2 ) Konsul tu al tiu ĉi Orakolo nur unu fojon en ĉiu t ago ・

(3 ) Aperigita frazo simbolas viau sorton. Vi do(levas rncru konjekti 
kion ĝi en efekti voco signifas.

(4) Konsultiĝante ĉiutage kun tiu ĉi Orakolo, 365 fojojn tra la tuta 
jaro； vi ekvidos, ko tute samajn frazojn vi tre malofte havas.

(5 ) Konsultomaniero: Prenu jetoston kaj ĝin ĵetu naŭ f()jojn. Sur 
papero vi enskribu laŭvice la 9 nombrojn tiel ricevitajn. Poste apud ĉiu 
nombro skribu signcstrekon :------ se la nombro estas para, kaj -------  se la
nombro estas nepara・ Ni donas la nomon ” Ĉielo " al la grupo de la 3 

unuaj signe)), la nomon v liomo u al Ia aro de la 3 duaj kaj la nomon 
” Tero" al la lastaj 3 signoj. Tiam la tri frazoj gerĉitaj laŭ la signarcj 
en la ” Ŝlosilo " formos unu propozicion, kiu lasos vin mem diveni vian 
sorton. Ekzemple se vi ricevis la nombrojn : 3; 4, 5; 4, 2, 5, 6f 1;3; vi 
havos

3 (nepara)-------
4 (para)------- ---Ĉielo
5 (nepara)------- 1

ム+ «MM

2-------Homo
5 -------

6-------
1-—Tero
3——

Kaj cl la ŝlosilo vi ricevos : Dio de feliĉo kaj riĉo ekkoleros por via
ngo en drinkejo/^ Do povas esti, ke se vi vizitos hodiaŭ trinkejon, vi
perdus vian monon aŭ havus ian malfeliĉon, aŭ simile.

ŜLOSILO AL LA ORAKOLO.
ĈIELO

Anĝelo

Bela fraŭlino

Dio de feliĉo kaj riĉo

Serpentego soifanta sangon

Diservistino

Rabisto

on】〇 cl tombo

Diablino kun akraj ungoj

HOMO
atendas vin senpacience

ridetas al vi

volas vidi vin

TERO
sub la helu suno

ekkoleras pro via ago

sin kaŝas

agonias
ne povas veni al vi pro ia 

alero
sonĝas pri vi

en clrinkejo

en arbaro

antaŭ via pordo 

sur via vojo 

en via lito 

en via laborejo 

en mallumo
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DU KRIPLULOJ
Kiogeno (Farso) esperantigita kaj prezentita de studentoj-esperantistoj

ĉe la 19-a Kongreso de Japanaj Esperantistoj.
C. Takaiŝi.

—Personoj —
Sinjoro (S) ...........................................................................  S-ro T. Niŝikaŭa
Blindulo, Kuiĉi (K.) ............................................................ S-ro R. Karita
Surdulo, Lakeo (L・)................................................................S-ro C Takapi

S. (Aperinte en la mezo de Fscencjo, gravtone)一Mon(lc£imn Esperan- 
tisto mi estas! Nuu mi intencas vojaĝi por kelkaj tage)) por ĉeesti la 
Japanan Kongreson de Esperantistoj. Sed, ĉar mia servisto estas surda, 
mi timas, ĉu li sola povos gardi la domon dum mia foresto. Tial, mi 
intencas venigi familiaran blindulon Kuiĉi, kaj peti lin, kŭ li kune kun li 
gardu mian domon. Nu, mi rapidu ! (Iranto) Ho, mi dezirus, ke li estu 
dome. Espereble, li dornestoSt (Haltinte) Ha, jam mi estas antaŭ lia 
pordo. (Alvokante) Bonan t agon ! Ĉu S-ro Kuici estas dome ?

K. (Enirante en la scenejon)——Ha; oui min vokas de ekstere. Kiu 
estas ?

S.—Estas mi. ■
K.— I fo, estas vi, sinjoro I Tutkore mi vin bonvenigas. Per kio, do, 

mi povas vin servi?
S•一ゝIi venis pro tio : Mi intencas viziti la Esperantistan Kongreson 

«n Kioto, kaj forestos por kelkaj t agoj. Sed mi estas maltrankvila pri mia 
(lemo, ĉar la servisto estas surda. Tial mi venis peti vin, ko vi bonvole 

helpu al li. Cu vi akceptas mian peton ?
K.—ヾ010nte〉sinjoro! Mi dankas vin pro via konfido. Ĉar hodiaŭ 

feliĉe mi estas libera, mi iros al via* domo.
S.——Koran dankon! Do mi vin akompanos. Nu venu.
Kt—Kaj sinjoro, mi petas? bonvole konduku min per lu mano.
S・ーI3one. (Irante) He, Kuici ■ Mi tre longe vin ne vidis. Kial?
K.—Estas tial:ĉar mi lastatempa laboradis diversloke, kaj eĉ ne 

povis vin viziti. し，，

—Estis bonege! Okupiteco ja estas preferinda. (Haltinte) Ha, ni 
jam alvenis mian (lornon. Nu, eniru rekte en la salonon, kaj ripozu 
hcjmecce

K. (Enirinte en la galonon kaj sidiginte) — Mi vin dankas> Pri mi 
vin neniom ĝenu.

S. (Laŭte)—Hola, surdulo ! . . . Hola, Lakeo !
L・(Enirante, al si mem)「Hし siiijoro min vokas.
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S.—-Surdulo !
L・ーJe-e-es !
S.—■Lakeo !
丁ノ・—Je-e-es ! (^.1 veni nto antaŭ la sinjoro, kaj humile sin klinante al li)

por kelkaj tagoj, kaj ĉeestos Esperantan Kongreson, 

la domon ・
nun dubeme

Per kio nii servos vin, sinjoro ?

S.—Mi (orcstos
Vi, do, bone gardu

L・ー(Aŭskultas dume kun unu mano malantaŭ la orelo;
klinante la kapon) He? vi koleros por kelknj tagoj, kaj ĉasos serpenton 
kun vosto ? Kial koleri ? Se mi faris ion riproĉindan； bonvole pardonu 

al mi. Kaj kio estas tiu ” serpento kun vosto u ?
S._Ne，ne! (T.aŭtc) Mi diris: Mi forestos por kelkaj tagoj, kaj 

ĉeestos Esperantan Kongreson. Vi, do, bone gardu la domon.
L・ーHa. mi komprenas. Vi forestos kelkajn tagojn por ĉeesti Espe

rantan Kongreson. Mi, do, bone gardu la domon ?
S—Jes； estas tiel! Kaj, ĉar Kuiĉi venis por helpi vin, vi bone

konsiliĝu kun li. -
L.一He-e? kuiristo ? Ne, ne, mi ne bezonas kuiriston. Por rni, mi 

mem kuiros.
S.—Ne, ne! (Siitc) Mi diris: Ĉar Kuiĉi venis por helpi vin, vi 

bone konsiliĝu kun li.
L・ーIle, Kuiĉi venis ?
S.—Jes, li venis..
L.—Ni, do, interkonsiliĝos, kuj kunkune bone gardos la(lomon・
S.—Bone ! Nu, min sekvu・
Ij.—Jes, vin mi sekvos・
S. (Kondukinte lin al Iv., knj alvokante al ĉi tiu)—Ile, Kuiĉi ! Mi 

nun ekvojaĝas・ Jen estas lu surdu!〇. Konsiliĝinte kun li, bone gardu 
mian(lornon, mi ])etas・

K. 一Jes, mi plenumos vian komision・ Do, bonan vojaĝjn!
S.—Ĝis la revido ! (Foriras)・

L. (Jetaute anti patrecan rigardon al K.)—Fi, aroganta Kuiĉi ! Kici 
blindulo povus gardi la domon ? Se ŝtelisto venos, kiel li ĥiros ?

K>—Ila, la surdulo murmuras pri mi. (Laŭte) Hola, surdulo! . • > 
Hola, Lakeo!

L・ーIla-a, Kuiĉi, bonvenon !
K・一Mi longe ne vid-・・・ ne，ne,・・・ Mi longe ne aŭdas vin. Lastatempe^ 

eble, vi bone fartas ?
L.—Jes! Daŭras bona vetero, lastatempe.
K 一Ne, ne! (Laŭte) Mi diris : Mi longe ne aŭdas vin>
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L.—Jes, ini ankaŭ longe vin ne vidis. Mi dankas vin por via 
bonvola helpo al mi.

K.—Ĉar Ia sinjoro honoris min per ĝentilegi peto, mi venis por 
gardi la domon kun vi. Ni, clo, bone helpu unu la alian.

L・一Ha, rni komprenas・ Jes, kiel vi diras ; ni bone interhelpiĝu ・
K. 一Sed, se ŝtelisto venos, kiel faru ni ? Vi vidas, sed ne aŭdas; mi

aŭdas, sed ne vidas- Ilo, kiel iari? ゝ

L. 一!le-e ! (Mirplene rigardante K-nt) Vi vidas ?
K. —IIa-a; maloportuna estas surdulo ! Ne, ne : (Laŭte) Ali diris : 

Se ŝtelisto venos, kiel ni faru ? Mi aŭdas, sed ne vidas.
L. —Ila, mi komprenaSe Efektive, kiel vi diras ! Kiel ni (aru ?
K.—Mia opinio estas jena : Se ŝtelisto venos, mi andperceptos tion 

per miaj akraj oreloj, kaj kiel signale puŝos vian genuon ; tiam vi ataku 
la ŝteliston, lin t rovi n te por viaj akraj okuloj ・

L・ーHa, mi komprenas. Ĉu vi diris : Se ŝtelisto veno?, kiel signale 

vi puŝos mian genuon ?
K. —Jes tiel mi diris.
L. 一Tio estas ja bona rimedo. Do, se ŝtelisto venos puŝu mian 

genuon ; kaj tiam mi lin atakos.
K・ーBoue ! (Elspirante profundege al si mem) Ila-a, interparoli kun 

surdulo estas ja peniga labor〇. Mia energio estas elĉerpita !
L・(Al si mem)一Hm, hm, blindulo estas saĝega besto ! Tian t a uga n 

rimedon li elpensis.
(La kripluloj ambaŭ mute sidas ŝultro apud ŝultro, kaj momente rega8 

silento. L・ komencas ekdormetadi, sin apogante sur la ventumilo, kiun li 

tenas sur la genuo.) .・ 尊“二 丫ゝヽ「"

K・(Oscedante)—A-a-a-a ! E-nu-e! lim, mi distriĝos primokante la 
surdulon. (Afekte pozante kvazaŭ li aŭde ekperceptis ion, kaj pufante la 

genuon de L.) Jen, Stelisto!
L・(Vckiĝinte, kaj konfuziĝinte)—Jen ml havu! (Ekstarinte, kaj 

salt-kurante tien kaj reen, per t remanta voĉo) Ŝ-ŝ-ŝtelisto ! Stelisto I 

venis ! Ĉiuj venu ! Helpu nin, ĉiuj ! Ne lasu lin !

K. (Dume eksplode) — Hahahahaha •…kiel amuze ! hahahabaha •… 
ridindege! hahahahaha •…！

L. (Al K,)—Kuiĉi, mi ne trovas la ŝteliston.
K. —Hoo-o, ne troviĝas tia ? Ilaliahahahaha ・・・ tio estas ja mirin- 

dega! hahabahababahaha • • • !
L. (Ekrimarkinte lian ridegon, ofendite sid iĝi ute)—Kion mi vidas? 

Pro kio, do, la blindulo ridegaĉas ? lim hm, ŝajne, li min primokis. 
Malica bliudulaĉo ! Nun, vidu, kiamaniere mi lin(Uliko?・(Al K.) He, 
Kuiĉi ! Mi nuntempe ekzercas dancadon, kaj jam Lone (lancas. Se vi ne
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■estus blinda, mi dezirus danci por vi.
K. —Estos interese! Kvankam mi ne povas vidi, mi amuziĝos aŭdante 

la danckanton・ Nu，dancu !
L・ーHe, ne dancu ?
K・ーNe, ne! (r^aŭte) Mi diris, kc vi(lanĉu・
L. —Do, ini dancos・ Sed； vi (levas aplaŭdi ĉe la fino de mla danco. 

•Ĉe la fluo, kiel signale mi t皿os vian vizaĝon per mia mano. Tiani vi 

aplaŭdu.
K. —Vi； do, ca la fino de F danco, tuŝos mian vizaĝon per via mano ?

L. —Jes, mi t usos.
K. — Do； mi tiam api aŭdos • Nu, dancu !
L. —Bone, nu mi ekdancos. (Kantanta ekdancas.)

Li kaj li kaj li kaj li 
Enamiĝis je fraŭliif.
Li kaj li kaj li kaj li 
Petis manon de fraŭlina
Li kaj li kaj li kaj li 
P u guba talis por fraŭlina 
Li kaj li kaj li kaj li 
Vundiĝagis pro lraŭlin\ 
Li kaj li kaj li kaj li 
Korrompiĝis je fraŭlin\ 
Li kaj li kaj li kaj li 
Jam rezignis j)ri fraŭlin\ 
Li kaj li kaj li kaj li 
Repaciĝis pri fraŭliif. 
Li kaj li kaj li kaj li, 
Kunforiris de fraŭliif.

(Dum la senorda dancado, L つ do tempo al t empo； petoletas je kiu, 
•neniom pri tio rimarkante, takte svingas la kapon al si. Nun fininte 
danci, L. tu^as la vizaĝon de K. per la piedo, kaj forsaltas kaj eksidas.)

Iv. (Aj)laŭdante)—Bone, bone, kiel amuze vi dancas !
」人(Eksplodas en ridegon)—Hahahahahaha •…malfeliĉa • • •lialialia • • • 

blindulo •…liahaha . . • neniom scias； ke mi tuŝis lian vizaĝon per mia …• 
hahahaha •… per mia piedo ! Iluhaha •…Kaj li tiele ĝojegas ! Hahahahaha 
•…amuze •…hahahaha •…！

K. (Ofendite)—Strange, ke li tiel ridegaĉas! Hm lim, li, do, eble 
ti】s】s mian vizaĝon pei、sia piedo. Malbonulo ! Vidu, kiamaniere mi lin 
dankos. (Al la surdulo laŭte) surdnlo ! Mi nu titempe ekzercas
deklamadon de dramoj Se vi ne estus surda, mi dezirus deklami strofon 

•el Hamleto por vi. ^Daŭrigota)
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小野田幸雄

去るを送りて來るを迎う 

北空のさ霧に淡く浮き出でし 

月の利镣を脊辛に受け、 

荒波立てる丿レビコンの 

深*流れに棹さして、 

君が彼岸に着きしより 

早幾年ね經てしぞや。

重き苦惱にめ之ざつ、 

野の上の小草刈り探れご、 

榮ある今!］のうたげをば 

見すて逝かれし友々の

み魂よ遠永に安かれて、 

たヾ一條に祈らなん。

早一年わ回り來て、多事なりし19：□年も丁 

度めのゴーゴリーの「檢察官」の幕切れの様な 

評けさを以て・音匕無く次第に永劫の闇の帳 

の蔭に隱れ、榮光深かみべき1932年の新春わ 

ほがらかな微笑みを吾等に送る。

部分的に見み時.去年わ確かに多事であっ 

讥。各字に於けら宣傳.講習の組織化ざ其の 

ダカ果、Ĉe-metodoの成功、各國政府の支持、 

遞信省、鐵道省、警察署.靑少年團等の絲化 

各種會議に於ける目ざまし孑進展・ラザオ、 

トーキー界龙の一層の進出、萬网大倉及各阑 

大會の大成功・わけてもSATの驚異的勢力 

膨脹、Zamenhof街の出現、Zamenhof塔の 

建設等々、取へ來れば數限りも無いが、此等 

も全般的に大觀する時・猶且何れか「樣に依 

弋胡廬も畫く」の類にめらざりしかを吾人わ 

あやぶむのであろ。成心を去り主観の殼を打 

出で、眼刼かにながむる時、前年に比し幾許 

の期著な進歩進出も其處に見出す事が出來よ 

うぞ。其等總てわた降りしく銀綠の雨の 

中に黑ざ桃色ヨ緣壬灰ざが卷き過ぎたせンマ 

イのプッリご切れた時の様な・悲嗚ご混亂さ 

反復こを以て無秩序に迷走したに過ぎなかっ 

讥のでわなかろうか。世界わ擧げて不況のご 

ん底に沈潜I八 剰龙東亞の風雲何事かを喑示 

すみかの如くであつ了:去垢わ、決してエス語 

界にざって十分な成果を收め得た年こわ云わ 

れなかった。

然し、四圍の狀況如何なりさい決して落膽 

すみ事無きが吾等エスペランティストの常で 

めろ。眞に恐みしきしのわ爆彈に非ず谁瓦斯 

に非ずして.實に傅染病であら事をよく吾等 

わ知って屈みC今やエスベラントわ傳染病的 

潜勢力を以て、地球の隅々に迄も蔓延L.世 
畀全人類の細胞をして絲化せしめずんは罷ま 

ぬのである。

坪改れば物愛る。東亞己に一段落みつげん 

さしていら。不況も次第に恢復に向うでわら 

う。そして吾等の上にし暧き眷の光わさし初 

めて.今年二そ層一層の大飛躍を期待し得ら 

れるであらう。吾等わC^rt敎授も亡つ了:去 

邛を哀しむご共に.總ての當みを此の1932年 

に掛ける。

トウーリストとエスペラント

先頃ブダベストに於て第一回萬國turisma 
kongresoが開かれたが・其の後各地に送られ 

た報告もに依ちご、次の梯む・エスベランテ 

イストにざり违大な事项が誌決されている。 

日く.可成多くの阈語ざ共に・エス語で書》 

れ了:减際雜誌な發行すろ事・道知らべ及總ゆ 

ろ種類の穀光案內書之のエス語の應用・國際 

通信に於けみエス語の使用、來みべきturisma 
kongre? 〇に於はらエス語の公用、等々。それ 

もその筈、組織委員中にわ二人のEsp-isto J. 
Mihalik氏及T. Kovŭcs氏が居ア;のでああ。 

わけてもKovŭcs氏わ大會中、Esp•芒turisme 
に關すち講演を爲し.又本年度大會が次の大 

會の組織委负會に送るべきプログラーモを作 

りなĉ•し,r：〇

ーカ吾等わイタリーに於いて.イタリート 

ゥーリストクラブからエス語書3案內集第二 

卷が刊行されんミしていろ事な諸君に告げ 

ち。第一卷わ其の興味深い內容に依り第二の 

Japanahndoさもてはやされ、遠い國々に迄 

も送られて今や全部賣り盡されて仕舞った。 

此の度の第二卷わ分员に於て前者の二倍•興 

味に於て數倍ご云うすばらい、しのでめろそ 

うだ。地圖©澤山に這入っていろ。書・り 

” Milano kaj Luĝoj de Lombardio.*'
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佛大統領お目醒めの事

1931年10 月 26 H の佛紙 >,Le matin"に. 

同志しouis Forest氏が同月22 Hに起った一 

つのエピゾードに就いて談っていら。佛闕西 

共和國人統領Paul Doumer氏わ當日、國際 

廊業會議所の議員連を朝仓に招待い:。各國 

の委員等の中にCUパリー商栗會議所の會頭 

Andr6 Eaudet氏の顔が見〇四カ山の話 

の中に佛大統領わ「さて諸君、諸君わ昔々が 

容易に互に了解し得られる何ĥ或ら言藥なお 

見付けになりま い:か。」ざ、此の言葉が終る 

か終らQ中にAndrĜ Baudet罠わ・オースト 

ラリアの委R Faraker氏の力を向き乍らエス 

ベラントでしゃべり始めた。そしてその話た 

らや活潑々たるものであった。佛大統領此の 

有様を見て口おんぐり。二人の中一方わ英語 

を知らず、他方わ佛語を解しなかった。

大學にエス語講座開講の事

」931年10月1OLI, Livapoo!及其の隣髏都 

市のエスベランテスイトの顔にわたヾならぬ 

虫色が漲っていた。大學の大講堂にわ、未だ 

嘗て英國の何れの大學に於てt行われア:事無 

き前代未聞の盛典に列せんざ】30名を越龙た 

人々が著席していた。しivapool大學に於ける 

莊嚴なエス誉講座開講式でわる。講座の名わ 

”Thc John Buchanan Esperanto Lecturship.0 
此の名の起りわゝ熱心な局志Buchanan博士 

が死の以前に吾等の運動の理想目的を書き留 

め・共のH的に關する種々の事柄花遺言いこ 

に依らIのであち〇 Prof. L. K・AViiberforcc 
司會し・AV. E. Collinson氏斯語の構造を國語 

に比し蓝畜も傾けて講義す。參會者亦熱心に 

此の興味深い話に聞き入っす:。講師わ此の講 

義に於て.Zamenhofの創作を通して見ア:彼 

の天才性な人々に示したのでおる。氏わ又科 

學の分野に於けらエス語の適性に就孑聽集の 

註意を促す處めった。

公衆電話にエス語應用の事
最近ヘーグの電話局でわ公衆電話に自動式 

の新い、機械を取附けたがヽ其の正しい操作 

法あ知らせる爲の揭示む書かねばならぬ事に 

なった。當市わ外人の多く訪れお町なので. 

局でわネーデルランド語の他に英、獨、佛で 

文なした、めみ事に決めた.が其の他にも 

う一つ、エスペラントをも用いた事わ傑作で 

あろ。無諭.總てのエスベランティストわ此 

・の進歩的な電語局の新しい企てを議类するで 

“ちらう。此の一事わ・當局が斯梯な一般的揭

示の齎て國際性も十分に了解している事花示 

していら。 、

エスペラントオンパLード

★英國 Edinburgh过 Glasgowの放送局で1 

Budapestに行われたエスベラント少年團テ 

シト隊に關すらG. Morgan氏の講演めり〇

Southcnd-cn-Sea10 JJ 9 〇當地のエス會わ 

今季第・一回の會合を開く 〇 Krakovoの大會、 

Berlino, Breslanに於けろ前集い、及チェッ 

つ、獨に於けみ後集いに參し了:會員等の興味 

深い經驗談わり。

★獨逸 Chemnitz Morariu 氏夫妻の Ĉc-me- 
todoに依み巧な.興趣深い講習わ人成功裡に 

終った。41名で始り最後にわ102に層加す。 

來年當地に開かれる獨逸エス大會の準備講習 

でめろ。

★露S Kardio當地に於けちエス運動わ根 

强く進展していろc幾多の會があり、乂孤立 

していろエスベランティストさしてわ多くの 

樵が見出され“外國からの手紙わ新聞及月 

刊雜誌誌上に發表され、かて、加之て此の逛 

動にわkomsomolanoj X),參していみが爲、そ 

の新鮮な力强さわ遲動をして層ー曆活潑なら 

しめる。巧な宜傅に依り今やエス語わKuelio 
の町の總ゆあ隅々に迄1知れ渡っていち。

★スペインBarcelona 最も活動的なgrupo 
の一つわ„ Paco kaj Anio aである〇其處で 

わ每年春さハ月又わ九月の年に二度山の中で 

大文學祭な行う。又毎年夏过冬ミにわ無料講 

習が開かれ・エス語展覧會が催される。

★スエーデンエスペラントクラブわ9月20 
日から27 H迄・雜誌社Helsingborgs Dagblod 
に於て大掛りな展覧會を開く。又Ce-mctodo 
に依る講習あり.最初の會員175名。

★ ノ ルウェー Hamar Fisher •｛算士、一 F!活 

動寫!ft館に於て公民學校の生従にĈe-metodo 
に依る講習を開く。僅かの時間に400名の小 

供わ流蜴にしゃべれら樣に・った。講習の後 

博士わノヽンがリーに關する麗しい活動も見せ 

又小供等に夫々キャラメルをやった。ニれわ 

TrondhjemのNidarアメチョコ會社の提供 

になるものでめら。小供等わ・活動わiloし 

キャラメルわもらうし大に二にこであった。 

恐らく一生忘れないであろう。同夜直ちに工 

スクラブが作られた。

★ハンガリー Prof. Mihalik少年團に講習 

す〇 Budapestのgrupoわエス語運動の歷史 

進化.目的に氐すらエス語に依る講義を行う 

又每月文筆祭の夕べあり。
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★締切わ每月十五日。★報道わ廿字詰原磁用 

紙日本語にて橫書き廿行以內。★封筒にわ內 

地報道ざ明記の事。★寫眞返送希望の向わ豫 

め返送倒同时の事Cなるべく寄贈され仁い）。

兩井上氏歡送迎晚瓷會及び 

第十四回ザンメンホフ誕生祭

【東京:1多毎束北帝大の總長ミして又仙臺 

エス會の會長でして我エス界に君臨して居ら 

れた井上仁吉氏歡迎會及□本エス學會監事井 

上萬畫藏氏渡米に際L送別律を東京エス俱樂 

部主催にて】し;J1汕16iy. xり水道橋寳生會介 

堂にて開卷す。!TEK幹事宗像氏司會にて 

MU於事の兩井上氏歡迎及送列の辭。2.井上 

前總艮の挨拶（日本詰）。3.井上筋壽蔵氏の 

挨拶（エス語）。4.田中覺太郞氏の歡送迎の 

辭〔エス語〕。晚餐會出席者通名。引續いて 

TEK及東京學生聯盟主催のザメンホフ祭も 

開假すみ。出席者わ約30名花增し近來にむ 

い盛況も呈し讥。池川（學聊）、宗像（TEK） 
兩氏の関會の辭に引續いて其の日の話者わ 

1.大石和三郞氏。2.佐々城佑氏CGramatiko 
（Ie Z・）3.淸水勝堆氏。4.次岛義夫氏（Labo 
rista Esperanto）. 5.小坂狷二氏（Pri Z・）6・ 
武ぬ丸楠氏。7.阿部千代孃。8.岩ド順太郞 

氏。9.由利忠勝氏。司會者小此木貞二郞氏。 

尙餘興にわ永井氏のマンドリン例の通り萬場 

咀りをひそめ耳を傾け大橋介二郞氏の切紙細 

工わ一同のあごを繙く。殂時半散會。

*セルペント僉.各方面から多大の期待をか 

けられてゐるが何まの活勤も表面的にわして 

ゐねい。冬眠に入らに先だちじ月4日代露木 

力に會合し來年度の打合せをし硏究材料さし 

て„ Morto de Domomato "（有島武郞氏「ご 

も又の死」）花完成し關係者に配布しむ。

★盲人エス會關東支部設立 十二月五口束京 

盲學校講堂に開催。秋葉校長.來賓^czander 

孃・岡本氏・小坂氏・片岡氏・外學生五十名出 

席。岡本氏、Aleiander （片岡氏通譯）・小坂 

氏、小此木氏通譯）.片岡氏.秋渠校長の挨拶 

あり。局校音樂部の新口本樂箏!ffi數曲わり。 

エス語練逹の片岡先化指導の下に本支部會の 

發展こ將來刮目してまつペまでわらう。 

•^Arĝenta Kunsido新年の初會合わ1月2日14 
時より明治製菓にて.每週土哦:4峙より但し 

第二土曜日わ19時より銀座明治製菓階上に 

て.婦人方にわ無料にて强應す）。

★Mita Vespero三月まて・會合中止。

★Scienca Rondo 第三回會合ノ匕11月7日に開 

いた。丘淺次郞、西成甫.丘英通の諸先生の 

顔も見えて愉快に時なすごい:。尙當會に出 

愿御希望の方わ下記に御申込の二さ〇

府下松澤村上北澤S77江上不二夫。

仙臺鐵道エス會=12月1〇ロより24 
ロまで每日191¢より2時間仙童餓

道敎習所にて金子美雄氏を講師に短講を使用 

して初等講習、受講若お名の外俠聽苦数名。 

仙臺エス會の援助にて活氣を呈してゐみ〇 

匚;士ヨ・ 享榮商業學咬に於いては每過一回 
右羽罔（木曜□午前中）五學年全部.每週 

二回授業後三.四、五年有志にエス語の敎投 

な繼緻しつ、あり授業後の有志硏究者は約50 
名にて用書江學會の中等詭札 尙ほ五月以來 

熱心に敎報を秋ってゐた山田弘氏は本職（吳 

服商）多忙のため最近職も辭し白木欽松氏が 

敎導の任に當ってゐら。★同校五年生有志約 

六十名が昨年（昭和六年）十一月基灣視察旅行 

をなせし際.臺北に於いて武上耕一氏及び他 

の同志が示され丫:同志的悄誼に對して感謝し 

てゐ为〇

大阪エスベラ > ト會=11月20日. 

大江ビ,レにて委員會開催・中等講

習會開催準備、常設講習會規定・同周知方法. 

Bulteno編輯發行に關し協議）

12月2ロ・委員會開掘、Bulteno原稿作成・ 

ザメンホフ祭に關し協議〇

★中等講習會場所・大江ビル・期間12月2日 

より19口迄（日、火も除き）議御、西村、松 

本.隅谷.山中.牧野、進藤、用書・エス講 

習書後編、講習生22名（內婦人5名）。

各地方に於けるザメンホフ祭の記事わ 

來月臥に掲載い了:します。報道記事わ至 

急御送り下さい。

內報係露木淸彥

仙®

大阪
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十一月二十二n大分及別府エス會の 
津•久见町へ蜜ネ时孑のekskurso

十月廿二日小倉師範にて北九州 
の例會

-g |H| ★九州一週エス旅行江口廉氏
W W 1わ11月ゐ日福岡發F關.別府•津 

久見.延岡、宮崎.熊本の各エス團體を訪問。 

★九大口腔外科髓習小山田幸雄氏指導の下 

に九人鬻學部口腔外科の瞬氐 看護婦爭に初 

等講習・受講苦!0名餘。

★Fino大和田 11月11口福岡エスクラブも 

訪問.折柄例會中の出席者から大いに歡迎さ 

れ一流の美しいparoladoで婦人會貝もravi 
L T:〇
★初等溝習】1月2:日より】2月18日まで每週 

月水金（吉田氏指導）.今回わ方法を變まて熱 

心な希等者のみを集めて約10名の受講者.X 
秋山氏方にて毎週火木土に常設的の講習會を 

開催。（福岡エス俱樂部）

北九州の例會も口Ĵ1羽日13時より 

師範學校にて開催.出席者17名。

大場氏の速記に關すら話あり.次回わ門司。

11^220大分及別府エス會 

でわ下河原、麻生•、高橘・ 

竹崎氏らが主さなって津久見エス會の活動隹 

促す意味に於て來別中の大和田ひな子孃及家 

族なっれて津久見町に蜜柑捋を催した。沖久 

見エス會显北野氏カにてにぎやかに宽;いた。

直方商業學校にて口月U F!及 

1-0の水木兩t!放課後野見山丹
次氏わ「商業及商業學校さエス語」を語られ 

應援の宇都宮正牧師わ「阈際語の必然性」を語 

られその後60名が水土の放課後濱武敎鹼に指 

導を受けるこ芒になった。

★嘉億エス會=每木曜夜初等输讀會及會話會 

★田川エス會=每土曜午後會合・15名位。

小倉I
別府•大分!

第社 <3 日本エス大會わ

十月十五（土）十六（日）十七（祭） 

の三日間に東京で開催されます

E ^!初等講習11月6 □本年度第二冋の 
タ 忖 初等講習を開始、講抑迫文三郞氏。

受講者11名・用書わ「短講」。

★中等講習 口月】训Iよりザメンホフ證本な 

用いて中講.講締帆足雄三郞氏.20名。

【繚早】諫早綠の友伶わ療動力さして5名 

の會友を有して居るが小さい商業町で未だ大 

衆的な宣傳わ何等の効を奏しない。二月に講 

習を開き相當の人數を彳・て悅んだのも數ヶ月 

後にわ消;Lてなくなってしまった。今後わ友 

から友龙ご着實に宣傅を績けて行くつもりで 

あみ。

「4コ和當縣警察部の誤解から今春以來金 
L_ ^し峨會に對して消極的でわめらが干 

拶も加5しられ會員にも種々故隔が出來て五另 

以後會合を中止Iてゐる。會名も今後わ「高 

知エス俱樂部」さ變更すみ二ざになった。岡 

田有對氏わ氏の勤めてゐち坂朿商業旱校で公 

民科の時問に四年五無の生徒敷十名に對し工 

ス語も敎之てゐられる。

★初零講習1〇月阮日より口月4日まで・每日 

20時より22峙までハ山村小學校にて郡部青年 

10名餘に京都の平井隆二郞氏外二人が敎報も 

執ってゐる。

12月2日夜辻;H・氏方に硏究會を開 

催。最近やうやく萌龙て新しき同

志3名を加えて11名出席。（敦賀エス诈）

東都エス耕盟創立大會11月15 口
19時より市內河原町スター食堂に 

第一回聯盟創立人會わ開かれた。環まちもの 

30餘名（犬津より數名）、近藤尺司會にて野村 

氏の經過報告ご感想希・望を傳え各グルーホ・の 

事業報告や自已紹介めり。兴戶圭一氏の 

Dum vistario florasミ曲する演説ありて後舉 

生や市民逹のエス語の歌が氣持よく響いた。 

22時Tagiĝoを合唱して大會を終り委員達わ 

後にのこって打合社むい:。 ，

敦賀

京都I
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學生エス聯盟だより

【同志社エス倉】 機關紙Tra la Mondo花 

月2冋の豫定で出してゐみ。研究會きして、 

Karlo, Marda Rondo. En Okcidento nenio 
nova.を硏究中。尙同會の機關紙（［非常に鮮 

明で、マトマリがめち。內容の充實を望む。

【京都學生エス聯盟】每月第一土呷Monata 
Kunsido,第四木魄 Komitata Kunsido を開 

き全京都毋生csp-istoの相互親睦.運動への 

協力あ計ってゐみ。

【大阪外語エス會】淺井・岩崎兩敎授指導 

下に犬阪學生エス間に萬丈の氣をはいてゐ 

あ。每火金にkunsidoも行ふ〇十一月七Ĥ、 

大每講堂に於ける同校創立記念全世界各風語 

學大會に於いて十五ケ國語の演說に伍して. 

原田、高松兩君は“Lu problemo de lingvo 
internacia kaj Japanio nの演題のもざにエス 

語演說もなし人成功を收めた。尙人阪工人、 

帝大、商a關犬誓に散在せる同志も御來校援 
助な乞ふ。人阪學生エス聯盟の結成される樣 

御養力な願ひますc〔束京學生エス聯盟より〕

【慶應義整佛敎靑年血】本年日本佛敎エス 

聯黑の結成ご共に、エス語に關心を持ち.九 

月以來友松仙諦敎授及び須藤君主ざなり同熟 

エス會の後援で講習ん開く、用書Petro,十 

一月を以て木年は終了しれ。今春よりBha- 
mapadaその他の諸種の佛敎エス文獻な犬正 

犬學エス會より資料供給を受けて硏究する豫 

定でめろ。（•慶應エス會報道）.

【東菜エス會】機關紙“Sub la Verda 
Stelo1 * N-ro 3を十一月に出す。流石。" 

な會だけあって、上等iなものだ。十月卄三口 
辆宿白十字で秋季懇談會を開く。出席者六 

«〇振興策ざして、K力めて宣傅を行ふ二 
ご。2.講習會を開催し刺我な與へるこざ。3.

★

〔東京〕

11月9日早稻田第 

一高等學院に於げ 

お講演會記念。

前列右二人目よ 

り大岛義夫、小坂 

狷二.秋山雨雀の 

諸氏。

★

成るべく會話の會に會員も出席させらニざ。

【第一早高エス會】全東京學生エス界で目 

下最活活動隊ざして目されてゐみ同會け、十 

一月二、三［!第一冋エス展覧會も開く。今迄 

に見ない新鮮昧なもの。次いで第一回公開工 

ス講演會も九t!次の演題・講師で開く、聽衆 

百名〇
エス語に就いての理論 

歐来のエス運動 

ロシャのエス運動

大鳥義夫氏 

小坂狷二氏 

秋田雨雀氏

【早大エス會! 第一早高エス會の活動を助 

けるざ共に機關紙CAntaŭenĵな出したがー 
巍限りで廢刊し、改めてLu Studento Verda 
を創刊す年十回發•行の豫定。硏究會ゝして・ 

Georgo Dandin, Kion rakontas amikoj de 
Feejo及Gazetoの硏究批判。今後はクラスも 
單位さして普及宣傳に主力を注ぐニミに決し 

眞面目に輕及の方法.手段む硏究してゐる。 

★弟九冋、東京學生エス聯盟の總會c ★十一 

月七［J （明藥當番校）、賓生館に何する者三十 

餘名（明藥・【1本醫大、東樂、慶人、早大・ 
帝大、新加入の大正大）緡々たらものであっ 

T:〇定刻七時・明樂久保氏のSalutoを皮切 

りに各代表のSjduto及岡本氏のお話わり、 
ついで緊急動議さして早大より「委員會制度 

の改正」の提案わり討議の後・今迄の常任委 
員會は廢止に決—新しく委員®規約が立案 

され、委副委員艮隹設けろ二ざに決す. 

又今後の活動の爲め會計部・編科部•企我部. 

書記局な設く。二れらの細ねなろ規約はプリ 

ント刷りにして.各校へ送附する筈。尙十二 

月十二［］のザメンホフ祭に（I學聯も主催者の 
一人ざして活動し沢。今後の發展が見透しの 

わるものミなって來た二ざは屁度の至、尙財 

政確立上・本年度より、參胆校は一年問圧十 

錢の維持費を納めて下さい。

〔お願ひ〕今後學生欄への報道はハガキに. 

簡要にお願ひします。
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L地方會機關紙・

★Sub Lu Verda Stelo No. III.東篥エス會。

★ EHO No. !, 2.岸和田エス會。半紙一葉 

が外國の浸畫文をエス譯Lて每號出して居

みなぞ而白い.週刊・騰寫刷。

★El Nara 6.奈良エス會。JE!の陣容の 

記离血白い。 ・

★La Libro 7.戶畑市中两芳雄氏編輯の

budhicma revueto.騰為刷1〇頁、全エス文。

★ Informilo de CEA.千葉エス會〇 

★Tra la Mondo 25. 京都同志社エス會。

★J. B. L. E. No. 4.佛エス聯盟.第一回大 

席の記錄。騰寫刷本紙20頁。

★ Lumturo1.京都鐵道エス會。

★La Aŭroro12.福岡エス會。

★La Mondo 3. 京都府立書大エス會。判讀

に苦しむ。

★Lu Bulteno12.神戶エス會。

★La Bulteno de OES. 2.大阪エス會。 

★Stelaro1.長崎諫早綠の友會。（更生した 

機關我だが字が細かすぎるのご印砌不鮮明. 

只全文をエス語で書く元氣も買う）。 ・

資El Sudo1.高知エス會、（半紙15 p.和 

文、ローマ字、エス文、けだし當地方の最高 

機關たり）。

★La Norda Stelo1.-金谭エス會、半紙11 
P・（嘉藤利彦氏編輯・瀨川氏外多數執葦〕。

«聯监適信:規約芒名簿。U本毀道エス聯 

盟ゝ ・-

★Glaningo 6. 束京京橋 Dueta Rondeto. 
★Antaŭen1.東京早大エス會。

★ Bultcni）de Nova Stelo 2〇,大阪新星,會の 

機關紙.而目を一新し各方面から投稿を希望 

してゐちC

★KORESPONDA FAKO*
揚裁酋わ必す返事な•出すこ芒.學會々 

員わ年一回無料.por neabonantoj 30 
senoj unufoje,(一理30錢揭裁雜誌呈)。 

L =letero, P = poŝtkarto, IP = ilustrita 
poŝtkarto, PM = poŝtmarko, dez. = deziras, 
kore. — korespondi, intertl=interŝanĝi, koi.

kolekti, E=esperantujo, kci =kuu ĉiu 
landaj (samideanoj).

Japanujo

★F-】no・ Fukuhara-Fumiko; Fukairnura, 
Senbo-gun, Osaka. dez. kor • kĉL

★&ro・ Miyata-Senji; Hiromura-kosingai, 
Kamo-gun, Ilirosima-ken・ dez. kore. per

——地方會移動——

★大阪新星會兒烏壮一

入阪市北區屮野町五の一

★高知金瞪會を高知エス俱樂部に改名

新聞雜誌とエス訂

★電氣雜誌OHM. 2號——エフ、ベラント講 

座（高岸榮次郞氏）——Minami-Ojania Aŭ
tomata Substanco （小坂氏譯:〇

★新興基督敎1931,12——エス汀再五講箴言 

抄ーー碧城生。

★現代佛敎口月號ーーエス語ミ园隊弗敎連 

動——太宰不二丸氏——佛砂二十の難雰 

（和エス對譯）。

會員の聲

★……學會からわ單にB々記入Hのエス日記 

でなくエス語で日記を医く畤の注意■用語解、 

おらゆち方面にわ7:って初學者にも指針さな 

リ興昧も以ってエスロ記に親しめち樣なもの 

を御發行下さるならばエス文日れ莫わごんな 

にか便利を感ずる二ざが出來るでぜう。
（鹿兄島石井生）

◎御希望に添う樣な□記が今度nもエス會か 

ら發寶されろそうです。（學疗て1取次ぎま 
す。5•錢.送料4錢）詳細わ下孔へ。

麴町區三番町ハ三 ロ本エス會。

★エス大會は面白くないごか無か:wざか云 

ふ批難があります.私4犬會を2わ:寥會者 

が不必要のエス書籍を持寄りまして古ヾ市を 

開いたらぎう炉ざ思ひます。（高.畫運） 

◎面白いざ思います。人會でなくざし何れ犯 

京の］EKの例會の折にでも計史して見ま 

しよう。

1P. kaj interŝ. P. M.
丸S・to・ Sugiyarna-Mito ; Tengach iya-jnati II- 

17, Sumiyosi・ku, Osaka. dez. kore/ kun 
geinvalidoj kaj kripluloj.

★S-ro, Nakano-Isaku; Sirahania-niura Ko 
541,Sikiirna-gun, Hyogo-ken.（1?z. kore. kĉL 

★S-ro Tuyuki-Kiy〇,1281 Tkebukuro, Tokio, 
dez. interŝ. gravuraĵojn kaj ĵ i ?evi fotojn 
nudvirinnjn por modelo, mi s? idos iniajn 
verkojn.

佛敎臥聞「法苑錄」にエス「.•殳匿につ 

きまして皆様からのエス語に闕すミ御投 

稿を願います。

姫路市外手柄村手柄エス现苑 

____________________________藤谷 勳
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エスペ ラ ン

En la lemejoĉambro
『教 室 で』

Tiu ĉambro estas granda kaj bela; 

ĝi estas tre alta kaj tre hela. Tio 

estas bela ĉambro. Supre estas la 

plafono, kaj malsupre la planko. Jen 

tie ĉi muro kaj jen tie fenestro. En 

la muroj estas unu pordo kaj du 

fenestroj. La plafono estas blanka, 

kaj la muroj estas grizaj・ しa planko 

devas ĉiam esti pura.

Tio ĉi estas la nigra tabulo. Estas 

du nigraj tabuloj en tiu ĉambro. La 

kreto kaj la spongo estas en la skatolo 

apud la nigra tabu!〇. La spongo 

estas mola kaj flava. La kreto estas 

malmola kaj blanka・
(解說)本講に於て筆者の談らんと意 

圖する處は單なるおぎなりの註譯ではな 

い。さればとて徹頭徹尾文法の鎧冑に身 

を固めた嚴しいこちたき談義でもない。 

出來得る限り平易な題材を採り，此れの 

總®る角度からの展望に於て,よりくだ 

け仁,よ!)柔い,そしてより一膚多產的 

な,云ひ換へれば今迄の何人が試みたも 

のよりもより興味津々として,然もこの 

エス文和譯として得た知識が直ちに作文 

會話に應用し得られるものたらしめんと 

する爭にある。

•先づ與へられ了二原文を見る。讀ます•に 

只見たヾけで驚いて仕舞ってはならぬ, 

又議んで見てこんな易しいものと馬鹿に 

してはならぬ。手品は觀客を驚かす,然 

し種を知ったからとて誰にでも出來ぬ。

ト初等讀物
.小野田幸雄 :

表題から見てゆく。「敎室で」と譯があ 

るので!emejoĉambroが「敎室」だと解 

かる〇lerniが「敎へる」でĉambroが 

「室」だから此れは合成語で

lernej ocambro=lern + ej + 〇 + ĉambr 

+ o 卽ち lernejo の ĉambro (ĉambro 

de lernejo)の意である〇さてlernejoは 

lemiするejoで「學校丄そのĉambro 
で「敎室」となる譯だ。間に〇の适入っ 

てゐるのはlernejdambroでは句調が惡 

くなるのでそれを防ぐ爲。若しも接尾字 

ejが無くて!ernocambroならどんな意 

味になるであらうか。「敎ぶ室」であるか 

ら學校の敎室は勿論,「□修室」「勉强部 

屋」「稽占所」等も此れでよい事となり, 

lemejoĉambroより意妹が廣くなる〇

冠詞laは讀んで卒の如く冠言英であ 

る。嚴かな氣分を持たせる一種の飾。

本文を一字宛しっかりと蹈みしめてゆ 

く 〇 tiu ĉambroとある〇 tiuとある以 

上已に吾々に知れてゐるĉambroでな 

ければならぬ〇卽ちlemejoĉambroの 

事。次にĝiと出て來る。此の字(ĝi)は 

前に出たものを輕く指す。昔からして輕 

い〇此處では勿論tiu ĉambroの事。其 

處で前と後の文が不束不離の關係にある 

事が解かるであらう。斯樣な時,問に打 

つ記號が;である。卽ち・程無關係で 

はなし，又，程關係深くもない》その中 

間と云ふ意味で二つを合せたもの。此 

の文を次の樣な形式に書き表はすと各語 

の關係が意識的にはっきりとする。

ヽ granda
Tiu ĉambro estas (kaj

、、'bela;



rtre alta 
唸 hela.

此のaltaは無論，室の天井の高い事。

・次を見る。Tio estas bela ĉambro と 

ある。此のtioも!ernejocambroを指 

す。tiuは人を指す時は此の儘でよいが 

其の他の夜の時は次に指すべき物名を置 

•く，がtioは此れ一語で漠然と事物を指 

すので次に物名は置かぬ。（趙いてはな 

らぬ）〇次に進む〇 supre云々とあって 

又malsupreとあるのでニ句は對句であ 

'ると考へる〇して見ればsupreの次に 

はestasがあるのに malsupreの次に 

無い譯がはっきりとする。卽ち此れは

supre estas la plafono,

kaj
malsupre （estas） la planko.

supreが「上方」だからmalsupreは其 

の反對で「下方」,從て室の匕方,下方と 

云ふ事からplafono, plankoが未知で 

も「天井」,「床」であらうと想像出來る。 

次に行くといきなりJenとある。音の 

感じからでも直ちに解る通り,「そらッ」 

である。次にtie ĉiとある。&は二つ 

の物なり缎所なりがある時その中の近い 

方のものを扌旨す卩まに用ひる。片匕の文には 

estasが略されてゐる。卽ち

Jen tie ĉi （estas） muro
kaj
jen tie （estas） fenestr〇.

次に進んでen la murojを見，min・〇 

（壁）が複數になってゐる事を注意する。 

estas unu pordo kaj du fenestroj と 云 

ふ事と敎室の普通の建て方から考へて, 

左右二而の壁の中一方に一つのpordo 

が在り，向ひ側に二つのfenestroが在 

るものと考へるのが最も素直な考へ力で 

あらう。乂 enの感じを味ふ事。戶や窓 

は壁をくり拔いたものだから斯く云ふ。 

en la muroj及表題に見られる通り，前 

置詞はlaよりも前に在る。まかり出で 

ては冠に對し非禮である。grizajは複數 

murojと調子を合せたもの〇

さて次に しa planko devas ĉiam esti 

pura.此のlaは前のlaとは幾分異り 

「そもそも床は」位の氣分。•乂 ĉiam esti 

puraの感じを味ふ事〇 esti ĉiam pura 
とは意味は同じだが感じが異ふ。前者の 

ĉiamはest!を形容し 後者・の其れは 

puraを修飾してゐる〇 乂 estiはdevas 
に掛るべきものである。

Tio ĉiの氣分ぽtie &に倣って了解 

し得る〇 tabuloは「板」である〇 tabelo 

「表（加）」と•混同せぬ樣注意。然しtablo, 

tabulo, tabelo何れも「平化いもの」と云 

ふ鮎に於て意味の內面的共通性があるの 

は面白い。次にestasを眞先に出した 

のは强めの爲〇「在るぞ••••が」と云ふ氣 

分。然し本文ではさ程预い意味でもな 

い〇次の文でapudはskatoloに附く, 

卽 ちla skatolo apud la nigra tabulo 

（黑板のそぱの小箱）。skatoloは「手箱」, 

「小箱」,普通の箱はkesto.

hela明るい〇 griza灰色の〇 pura淸 

潔な〇 kreto白舉〇 spongoスポンヂ〇 

mola柔な〇 flava黄色い〇

【譯】その室は大きくて綺麗た・し大變高く 

て大變明みい。それに綺麗な室だ。上の方は 

天井で下方は床だ。そーら此處が壁マ其處が 

窓Ĵ。壁には一つの戶口芒二つの窓がめろ。 

天井は白くて壁に灰色だ。床厲何時も淸滦で 

なければならぬ。 /.

二れに黑板代。此の室には然板が二つ在 

みc,白墨ご海綿こは黑板のそばの小箱の中に 

在る。海綿（i柔で黄色い。白墨（I堅くて白い。
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發音の指南

C1）Esperantoの母音は五つで全く 

H木藉と同じであると學ばれたことと思 

■・ふ〇

その通りであるが兎角日本人は母音の 

發音に當り口形をおろそかにし勝ちで, 

從って發音が不明瞭になる。これは甚だ 

厭むべき事で常に正碟に口を開かねばな 

らない。aは出來るだけロを大きく開い 

て『あ』，Uは口を丸く小さくすぼめて 

『う』,。はその中間である。殊にaの時 

は口を遠慮なく大きく開き,uは意識的 

に口先を小さくすぼめよ。

〔練習:1大きく聲を出して:も。」;口, 

〇, a： a, u; a, 〇; 〇, u.

filii aの時厲舌の中央が充分下に下り，口 

の時に舌の奧が高まるのでめあが，それは發 

音に當り自然さうならから，練習さして⑺ロ 

の開き方のみに注意し，充分口を動かせ。

次にIは僅かのすき間をのこして口を 

しめて發音。Uは小さく 口先をすぼめて 

丸めるのであるが,iはすぼめることな 

く自然にしめ仁形。但し意識的に少しロ 

角を左右へ弓Iき氣味にして口をしめるが 

よい（勿論少しすき間はあり）。。はaと 

iとの中間の開き。

C練習〕充分□形に注意して:6ちi; 
i, e, a; a, i; a, e; e, i・

（;注意;）物云ふ時口を動かさぬのは口 

本人の垠大惡癖。西洋人のやうに遠慮な 

く盛んに口を動かして基本のI】形にし， 

明瞭に發音せよ。も一つ日本人は先だ 

けでしゃべるのも惡い癖で,聲に迫力が 

•ない，腹から堂4と聲を出すやうに。

•〔注意〕他の西洋語には五つ以上の母音が 

ある,例へば3^〇この中間音,卽ち少し大 

きく開いア： 6の音，又狹い〇の音"ŝ。且 

っその發音のちがひで語の意味沪ちがったり 

する〇 Esperanto T（!五つの區別だけでわ 

みから〇やcの口開きを廣く,又は狹くし 

て發音い:さて勿論間建厲起ら耳故:!ざ口又 

はiこの中間の開きであれば少しも差支は起 

らぬ。然しZamenhof直厳からず,狹からず 

中問にするがよいさ云ってゐみ。

發音の練習には聲樂がよい。口を盛ん 

に動かして基本のロ形になるやう注意し 

て腹から聲を出して唱歌を歌へ。

（2） BとVの區别

BはPの濁音,共に上下の唇を合せ 

て置きそれを呼氣が突破する音。Vは 

Fの濁音で下唇の上へ上齒をのせて發 

音。日本語にはF, Vの音はないから, 

これは必ず唇の上へ上竭をのせることを 

忘れぬやう努力して練習せよ。

帥習〕＜a, fe, fi, fo, fu; va, ve, vi, vo, 
vu； ba, va; bc» ve; bi, vi; bo, vo ； bii,vu; 
fa, va, fe, ve, fi, vi 等。havo, fabo, bela, 
vera, cerbo, cervo, biero, vintro, bindi, bastono, 
vasta, bulko, vulpo, korbo, korvo.

Pの子音としての獨立の音は何か。pa 

=p + a=『ば』であるからP=『ぱ』一 

a （あ）,卽ち上下の唇を合せてプッと呼 

氣がぬける暧間の音,通俗的には極めて 

極めて短い,瞬間的のプの音と思へばよ 

い。Fは上の齒で下唇を押へその間を呼 

氣が出る瞬間の音。・BはPの濁音,卽 

ち合せた匕下の唇を聲が突破する瞬間の 

極限に短いブ。VはFの濁音。



君 が 代
(Japana Nacia Himno)

Trad. K. Ossaka

REGADO LIA

"Daŭru longe lia tron,! 
Ĝi eterne glora restos, 

Ĝis el ŝton,

kreskos jen

Forta roko por la ben,—

Verda ĝin
musko vestos.

匚直譯;）彼の玉座よ長く續け!それは 

永久に榮光を保つであろう,石から玆に 

（jen）强い巖が祝福を受けて（por la 

ben'）生長し——綠の苔がそれを被ふ（衣 

着せる）まで（倉is）.

〔說明〕tron', ben'は trono, beno 
の語尾〇を略したもの。詩に於ては必 

耍な場合に名詞單數主格の語尾〇を省 

略することが出來る,之をelizioと云 

ふ。glora光榮ある，赫々たる。estiあ 

る。resti （いつまでも常に）ある,とヾ 

まってゐる。詩の散文と異るのは揚音が 

一定の形式で規則的にくりかへされるよ 

う配列され樂音的な抑揚を生ずるにある 

（之をritmoと稱する）〇此の譯詩に於 

て揚音の綴を'で，無揚音の綴をーで示 

せば第一,五行は・」亠ゝ第二行は 亠 

'ノノー,第三,四,六行は,一：第七行は 

'ノーと云ふ配列。なほĜi, Ĝis, jen,, 

por, ĝinは本來军綴で援音はない吿であ 

るがritmoの必要匕から揚音する（之を• 

詩の補助揚音flanka akcentoと云ふ）。

〔注意:］長く引く處は母醤を長く引か 

ねばならぬ（決して子音を長めて歌って 

はいけない）：e-ter-nee, muuskoo, ve- 

eestosの如く母音をのばして歌へ〇 

Daŭru の u, eterne の r, glora の g, 

restos の s, kreskos の k 及び s, forta, 

verda の r, musko, vestos の s は何 

れも長まらぬよう注意（母音のあとに輕 

く極めて極めて短くつける氣持で）。母 

音は基本のロ形になるよう□を大きく… 

小さく，努力して動かして練習せよ。r 

と1とをよく區別して.卽ちrの峙は舌 

端をふるはせて,1の時は舌端が上顎に 

粘着するように極めて柔くつけて發音。 

tron； ston； jen, ben； ĝin の n は 必ず 

舌端を口蓋につけ,僉も舌を必ずつける。 

歌ふ蚌は口先きでなく腹に力をいれ聲を 

出せ。
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正 月N日 記

松飾の間から朗らかな聲がする:

Feliĉan Novjaron!新年お目出度う〇 

Esp-isto同志の新年の拔拶だ。何てよ 

い穀を持ってゐること。之は

Mi deziras al vi Feliĉan Novjaron!
謹みて新年を賀し奉ります。

の意味であることは勿論。なほĜojan 

Novjaron!などでもよいし,更に少し 

四角張って，Nova Jaro alportu al vi 
ĉiun feliĉon !もよい〇

★ ★ ★

さて「一年の計は元旦にあり」今年こそ 

何とかして國際語Esp.を物にしたいも 

のだと希ふ學習始めて問のない方や,尙 

一膚確かり獲得せんと望む諸兄姉に薦め 

たいことは「エス文□記」の

語學學習の秘訣三ヶ條『諛み,書き,し 

やべれ』の『書き』はH記に於て最も安 

價に永續出來るし,『每【Iコツコツ』の 

rmotoに遺憾なく宛はまる。殊に日記は 

必耍な單語だけを充分利由し誤りのない 

文章を書き得るといふ自信をつける。初 

めの內から名文を綴らうなどゝ野比、を懷 

かないで——和エス辭典と首引で、淸少 

納言も遠く及ぶまいなど、獨b悅に入ら 

うなんて考を起さうものなら永續きはし 

ない。——遠慮なく拙文でも構はず盛に 

書くがよい。又一而日本語を飜譯する態 

度を捨てゝ,，Rekte pensu en Espe

ranto !<r （直接Esp •で考へよ!）の態度 

を基礎としてドンドン書くやうに習慣づ 

けること。次に愈々□記をつける段にな 

り,

L月日。曜日。例へぱ

Januaro i・ Vendred〇. の代り Iこ

小此木處次郞

Jan.1.Ven.と略字を使っても構 

はない。月名はSept.（九月）を除き（之 

はsep. （7）と間違ひやすい故）他は悉 

く 3字目で切ればよい。週の名も色々省 

略し方もあるが,Lun. Mar. Merk. Jau. 

Ven. Sab・ Dim.と大體三字目で切るの 

も一法である〇

2・型通だが次に天氣模樣については: 

Tre bela 快晴,Bela 睛,Nuba 聲, 

Venta 風〇

以上のものはしa vetero estas ~a.で 

あって，口春E上に（Vetero）といった風 

に書いて，その次に夫々の語を書けば分 

りがよい。又曇,雨，雪,磁,風等は簡 

單に名詞形でNubo, Pluvo, Neĝo, 

Hajlo, ventoとしても可。又雨などは 

pluvisと動詞にしてもよい〇

Pluvetis, poste bela.小雨後晴・〇

Neĝo, vespere pluv〇・雪タ亥IJ雨〇 

Tre malvarmege. 寒さ甚し〇

Densa nebulo matene, heliĝis je 

10.朝漉霧十時霽る。

天變地異まだまだ限りないが,次に

3. 主語“mi”の省略に就いては,

Vekiĝis je 6.（之は勿論 je la sesa と 

よむ）G時に起きる。等分り切っておる 

場合は之を省いてもよいが勿論書いても 

よい〇

Posttagmeze mi skribis kartojn de 

Novjaro.午後年賀狀を書いた。

4. 動飼の時は大低過去で書くが現在 

を用ひても差支へない。

S-ro Jamada vizitas min vespere.
衣山田君訪れ來る〇
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諺 の

Zamenhofの著にエスペラント諺集 

Proverbaro Esperanta があ!）,エス話F 
硏究者によい材料を與へてくれてゐる。 

その一部の殊に東洋の諺に對應するもの 

を『エスペラント捷徑』p. 102—106に引 

用註譯してあるが,玆にやさしいものを 

撰んで講述する。覺えて遇いて會話や文 

中に挿めば氣がきいてみえよう。

Mi blinde pafos, eble trafos.
一か八かやってみよう〇

Blinda 盲目の,blindu!〇 盲人,blinde 

盲目的に,めくら滅法界に;pafi弓や鐵 

砲を射る，pafisto射手,pafilo鐵砲， 

pafarko弓;-ebl-『•…・され得べき』意 

の接尾字，eblaあり得べき，可能な,なさ 

れ得べき,Tio estas ebla （=Tio povas 
esti）.それはありそうな事だ;eblo可 

能:IU ne havis la eblon （=ne povis） 

reciproke sin kompreni.彼等は主/互に 

了解することが出來なかつ仁，Mi faros 
mian eblon=faros kiel mi povos. 出 

來るだけのことを致しませう;eble恐 

くは,ことによったら;trafi適中する, 

あたる.

卽ち『盲打ちに打ってみよう,ことによ 

ったら當るだろう』の意。また簡單に 

Trafe aŭ maltrafe!（當るか外れるか） 

とも云ふ〇 ;,

〔注意〕本例でpafos, trafosと同じ 

韻が入ってゐるが此の如く諺は詩のよう 

に押韻（rimo）によって「•［調をよくして 

ある事が多い〇

Plej granda potenco kuŝas 
en la komene〇.

物は始めが肝心。

Potenco （權力者の）威力，（或事を遂 

行し得る）勢力;forto （腕力,機械力, 

□然カの）カ〇 kuŝas en・・・・（或事は 

…•の圈內に橫はる，卽ち）…・に在?）。 

『最も大なる力は始まりに在る』の意。な 

ほ下のも同じ意:

Komenco bona—laboro duona・

始まりよければそれで仕事は半分（成 

就したことになる）。

Unua paŝo iron direktas.

第一步は行手の方向をきめる。

Ĝi estas por mi ĥina sci- 
enco・

陳文漢文でおれにはわからぬ。

『それは私にとっては支那の學問汇』の 

意〇なほ〇

Ĝi estas por mi volapukaj〇.

Volapŭk は Esperanto 以前に Martin 

Schleyer師によって造られ仁世界語で 

とてもむつ加しくわけのわからぬ音集で 

あった〇 Volapukaĵoヴォラピュックで 

書いた物。

Metio lacigas, metio vivigas,
藝は身を助く。

Metio （職人が腕に覺える）職,技, 

profesio （一般に）職業〇 しaca疲れた 

る,lacigi疲らせる‘lacigi疲れる〇 

Vivi生きてゐる,生活する,vivigi生 

かす,生活さす。卽ち『職は身を疲らす 

がいのちをつながしてくれる艮



★洋書新着案內・
—一SEU出版が多數入荷しまい:ーー

★Batalante por la metalo, 一金屬二の手記、ソウ' 

エト五ケ年計畫途上の血ミ熱の體驗記…0.13 (2) 
★Disrompo,十月革命の先軀赤色巡洋艦アウロ ロ

號首都への進鑿。四幕のソヴェト劇……050 <2)
★Kulturo Nacia kaj laterna da .............. 〇,3 (2)
★Mia Dialogo kun Poŝtestro.帝政 ロ シアの郵便局 

に材を取った諷剌小說。チェホフの作…0.16 (2) 
★Mikaelo.帝玫時代におけち郵便局員の生活沧描 

く。クペンスキイの作.................0.16(2)
★Morto de Asuar.資本主義國における異邦人の悲 

哀。イルチャン作..................... 0.33 (2)
★Per Voco Plena,ソウ・エト生活の说實を謳ふ革命 

詩人の力强き聲。マヤコウスキイの詩…0.45 (2) 
★Ruga Kaptuko,りクライナの田園プロ作家ホロ 

りS短篇小說....... ....... ........ 0.33 ¢2)
★Roseroj.放浪の詩人A. Smitの旅より旅・ヽの 

第二詩集….................... ........0.90 (2)
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東京の謎者諸氏へ 今月十一日より下記の通b本會階上で初等講習を開

講します。知友に宣傳してなるべく多數出席するやう御勸誘下さい。

★初等エスペラント講習僉★

期 間 1月“ ロ(1月第2 E1曜)より3月 10日まで

時 H 毎週月ゝ木兩H午後7時より2時間宛

(全期を通じて18回修了)

講 fili JOAKエスペラント講座でおなみじの

日本エスペラント學會理事 大 #f 學氏

敎・ 材 エスペラント講習用書(定價1部30錢)

月 謝 9囘1圓全期18囘2呵

場 所 日本エスペラント學會階上

ぐ市電人曲下車江戶川へ向ひ初めての角を曲り右側)



1.ヽ

洋書の一部原價變更により値丁け致し 

ます。目下爲替不安定の爲これは暫定 

價格ですからその點お含置き願ひます

Verhaltnisworter des Esperanto, Vie Wŭster の丽置詞硏究• 065 ⑵ 
ZAMENHO F-R ADIK ARO•.ザ博士の使用い:語根の研究(\¥iister) 1-60⑷ 

(Irfioinnki Vprksro論文演説書簡尊原作の大集成、ザ文枣呼究650 3〇)h^inaiaゝい22。の典據池るもの。好機を逸せず是非!・°皿、*ノ 

原作小說 • • *

Abismoj.原作界の麒醪兒Jean Forgeの傑作、輕妙むろ行文.±1-80(6) 20⑷
PRO IŜTAR・エス大衆文麺评の雄しuykenO力作、舞臺仁太点アラピア2・60⑻ 

Saltego Trans Jarmiloj.構想の奇•一作每に愈々妙なるJ・Forge作1.80⑻ 
Stranga Heredaĵo. Luykcn作、構韻雄大、行文流麗…上2 00(10)业1-95⑻ 
觀燧小镒

MAKO. Jleroldo 社 !lustrita Biblioteko 第二編の合本、海の話........ 1・30 ⑹

Palaco de Danĝero.佛壬〃イ十五世の龍姫「〇哪込小夫人戀の葛藤2.63⑹ 
.琨謹戲曲

建

AŬSTRALIO・オーストリアの地誌及び人文、挿護多敷の美本....... 275 (6)

Maŝinfaka Esperanto-Vortaro. Wŭster 編エス獨腰械工學辭典・〇65 (2)

Intemacia Mondliteraturo> 各园傑作の名譯....各 050(2)倍號10) (4)

ZO. Servokapabla.白國文豪の傑作。 

21・ Nobela Peko.舞堡(エル y ニア〇

建・勺予5ご•ゝよ冬唳爷紐化2・も心呼“龙畑':;审恋ぬま叫、第E 从で或ゐ•承gなや勺 畑ネE*5ぼ'、k ・今

整费日本エスペラント學會洋書取次部 女
际4»出

MALSPARULO〉LA・オーストラリア知名の作家Rdmund〇の三幕物065⑷ 

MORTO DE DANTON・佛國大革命の花形夕••シトンを題材ミい:劇065⑵ 

Natan la Sagulo.レッシングの傑作ざして名高い美しき韻文劇……0,65⑷

[・ Hermano kaj Doroteo. Goethe〇名作 

2. Legendoj,波蘭饵説。Gmbowski 譯。

3- Elektitaj Noveloj. Turg^nev 作〇

4. La Nigra Galero. Raabe の傑作。

5・El Camera Obscura.蘭文學の白眉〇

6. - El la Skizlibro. Irving の名品。

7. Lfi Miriada Historio de Petro Sechmiel. 
8・NiintetnpHĴ Rakootoj.ブルカ・リア文趙 

9- Hebreaj Rakontoj. 古代へプライの物語

1〇・Tri Noveloj.鶴文學史に輝くPuŝkin作

11-12. Deklaracio.有島武郞の「宣言」。

13- Ses Noveloj.ホ•ウの探偵物〇

14. Firmao de Kato)kiu pilkludas・
15・Orientaj Fabeloj・政治讀剌。

16- Noveloj. Sienkicwicz 作 〇

1人 !nsulo de Feli命loj・ Strindberg 作〇

18・Barbraj Prozajoj.山中の神秘さ孤隣。

19< Aao de Ringludo. Simunoviĉ 作〇



御 注

R仁牛 の至h□曲 本皴にBevuo Orienta昨毎の总目次も添えま い:。昨年の舊诫殘
□ F牛の苗人加 本が少Lあります故合本を作らみ、力で缺號でお困りの方は至急

御申込み下さい。各號郵視共二十二錢。

走S-a ADRESARO 前號斎告任次のeldonoへの揭裁申込さ購入豫約で 

す。氣の早い方からすぐ送点せよがご云ふ申込みが

ありましたが.新版は例年秋頃出版されます.それ迄御待ちか（豫約找揭級25錢・ 

Adresaro 25 計50錢ですが、後から厲Adresaroのみで50錢の定價になる 

のです）。なほ揭載申込み、購入煤約共に十二月廿五日締切りました。

HEROLDO de Esperanto社から蒋購讀者に對し昨年末reabonoの僱促が來まし 

たらうがそれ任遠隔の日本へ前金が切れてから催促し讥ので“間に

合はわ故早めに出したものざ思はれますから御心配な＜〇

第十二回□本エスペラント學會正維持員芳名發表

安藤 睿 

張 長康 

波田昭三 

竹田義一 

大 崎 貞子 

髙橋綾子 

飯村孝次郞

谷澤定雄 

岡本義信 

林 順道 

淸水 智 

鹽見庄太郞 

三輪 舜 

岡 保子

&川 

武井 

靑木 

吉田 

名越

忠治 

久保 

武造 

貞雄 

隆成

小室俊一郎

'柏木千秋

井上雅由 

園部眞一 

井本百合子 

富淼芳太耶・ 

福原扶笑子 

川副綢大 

新賛敢逐持貝

朴 基遠 

朴 明茁 

藤本薦子 

栗原幹子 

塚田穗積 

石井菊三郞

小倉木庫三

年2般40錢任雜誌R^vuo Orientaの寅寶に止まりますので餘裕あみ力で□本に於け 

ろエスペラント普及の機關7:る我が財團法人日本エスペラント學會の活動を援助する志 

のおお方（让•うぞ正維持員（會費年三翩）又は賛助維持員（年•五冏）、特別維持A （年十凹 

又は以上）におなり下すって•運動な卻支援下さい。 ヽ・ •

Ciu varbu novajn membrojn por ke nia Instituto kaj la 
Revuo Orienta pli prosperiĝu en la nova jaro!

:Jゴ5汕y gg迄斗ご小7



誰にもおぼえられる萬國共通の吾葉 

エスペラントで全世界の兄弟と手を握らう! 

面白くてよくわかる勞働者農民の語學雜誌

日本エスペラント界の新展望 武藤丸楠

サークルとは何か ....................................... A E M I L 0 V

外國同志からの手紙（工ス和锵撵）

出たゾ! I 
エボ!

X I 
Xウ!

レ1ニン・カール・ローザ（自由作文）

TRA LA MONDO （內外時事文）
・ 、广;.， • t 一

Nacia problemo en la epoko de

imperiismo （僦會科學の1JSt®）

俺たちの字引（プロレタリアヨ用話） 

日記のつけ方★質疑應答 

新刊紹介・グラフ

法初等中琴謀題作文球集

☆自由作文慕桑

工場農村から

カマラード

エスペラント運動ニュース（國際國內）
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骨の舞跳.......... 0.49 2
敦 塔........... 015 2

ラ シ ャ........... 0 20 2
の 中........... 0.15 2

惜みなく愛わ奪う.......... 075
ベルダ•カルト...........1.00
萬 集 集...........近

n本民族の起原.......... ojo

4
 4

刊2

スペラント單語カー 

スペラント文例 
ス演說會話レコー 

Espero； Tagiĝo レコー

n
綠

綠 
綠 
綠

X
X
X

ス ペ ラ ン ト 便

スペラント封緘 

ス ペ ラ ン ト 手

本風娥風俗工ハガ

I?咅円Hi（安全ビン止） 
生早I丙補（安全ピソ止待製）

星カフスボタン（箱入一組） 

星ネクタイビン........
星旗紙製綠地に白く「工

東京市牛込區財團 

新小川町3の1う法人

七Kf二十語に一々用例を示す

.カードさ同一內容の本......

'小坂氏吹込兩面

獨唱・兩面....

：正百枚一册……

;ハ十枚入 袋…

1三越持製上等…
四枚一組三色刷エス說明入…… 

乙械（背廣用） 各（洽料共） 
丁種（背廣川持製）各..........

12
6

1.20 40（內地タト80）
1.50 40 （內地外 80）

4
2
2
2

170
1 00

3
6

……0・2J 
……0.23 
……0.20 
……0.10 
……0.30 
……0.50 
……120
送料共0.30 

スペラント」ミ拔く。十枚（郵稅共）..... 015 -

日本エスペラント學會振替口座番號
柬京1132う番



La Revuo Orienta---  onatff Organo de ina Esperan t o- Insti tuto •
Ŝin^^aŭamaĉi Uŝigome> TOKIO, Japanujo; abono lnternacia 7 svis. fraakoj.

我國に於けるエスベラント普及・硏究・實用の中心機關 

蕖吳日本エスペラント學會 
東京市牛込區新小川町三の十五
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初等エスペラント 
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